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中等學校外國語問題芒エスペラント

近年我國中等學核の外國語科特に英語科の 

勞多くして功少きことが問題となり之が廢止 

を叫ぶ聲が喧しくなってきた。

歐米文化の吸收に急であった明治時代に於 

て學制中に英語科が必須科目としてとり入れ, 

られたことはT!肯できる。併1昭和の今日に 

於て依然として英語が中等學校に於て一率に 

强制的に課せ以れてゐる事について世間が麺 

を揷はさみだしたことは尤もなことである。

とは云へ通信交通機關の日々の進步は著し 

く地球上の距離を短縮し今日鎖國しない限り 

外國及外國人との接觸は密接を加ふる許りで 

ある。故に今日と雖も我國として外國語の學 

習を粗末にすることはできない。一般世人の 

考へも外國琦特に歐州近世語の素養を我國知 

識階級から鄭ってしまはうといふのではない 

筈だ。唯興論は中等學校程度に於て英語の學 

習を全工徒に强制することを不可なりと叫ぶ 

のである。

將み壬の知識階級の中堅層をなす中等學校生 

徙の知識の鍊磐の上に於て他山の石として歐 

洲近世語の素養はあらゆる意味に於て必婆で 

あることは世人の認める所である。唯そのた 

めあの發音の六ヶ敷匚い慣用句の多い英語を 

課し前途有爲の靑少年に學習時間の過半數の 

浪費を强いることを忍びぬといふのである。

我國靑少年に歐洲語の素養を與へてをきた 

いが難解な英語は困るといふのである。とい 

って显逸語か佛関西語に換えた所で難かしさ 

は大1てかはらないのである。

この問題解決の唯一の鍵は國際語エスペラ 

ントの外にはない。エス語は學習が英語に比 

して數借平易でもあるから中等學校で敎授し 

て相當の効呆をあげうるニヽ•かも將來英語 

其他の歐洲語學習の手ほどきと1て大いに役 

たつものである〇高等小妥校の外國語もエス 

語とすべきである。

こんなことは今更吾人が述べる迄ななく旣 

に先覺の士の熟知する所である。岡倉山三郞 

氏は自著「英語敎育」（明治44年博文館發行） 

の中で

「これに就いて自分が考へるには、論がやや 

奇警かも知れぬがゝ國語敎授に障害を與へず 

に.母阈話と其他の言語と並び敎へ得る:機會 

が、我が小學校に生じたと假定するならば、 

英語又は其他の近世語を敎ふるよりも寧、近 

來追々勢力を增し行くゝ彼のエスペラントを 

小學校で敎ふるが好からうと思ふ。.エスペラ 

ントは思想の表はし力が、歐洲近凹語に著し 

く似通って居る上に、其發音を示す文字の使 

ひ方も、一字一咅主義であるから、其學習は 

甚だ容易であるしヽ文法も拯めて旃短で・且 

つ全く規則的である。それ故、我小缪校の上 

級で、二三時間宛ー二年も之を敎へたなら、 

兒京をして是に依って・略ぼ意志を通ずる事 

を得しめる樣に至るであらう。其上、エスペ 

ラントの中には歐洲近世語の分了を、澤山に 

含んで居るから、後日、其中の一つ・たとへ 

ば英語の如き外國語を卑ぶ肝には、大に補助 

となる課である。兎に角、僅少の時間で相當 

の効果を擧げるものは、英語、佛語、獨逸語 

などよりも、エスペラントが一番優勢である 

と思ふ。であるから、禹一我國の小學校で其 

時間の或部分をヽ國話以外の言語に割き得る 

機會があったら、其折には、エスペラントを 

採用することが、國家の爲最良の方法と自分 

は確信するのである。」

二十餘年前に英語界の耆宿岡倉氏の喝破さ 

れた眞理は今日と雖も變らない。（唯變ったの 

は岡倉氏の立場と所論で何千人の英語敎師の 

休戚を負はされた今日の眉氏と匚て英語擁護 

はやむをえない。;）

吾人は聲を大にむて我國普通敎育の第一外 

國語として中等學校（及び髙等小學校）に於て 

エス語を全生徒に課することが國家百年の大 

計だと云ひたい。それについで第二第三の外 

國語として英語其他を課するのがよいと考へ 

る。外國語入門の手ほどきとむてエス话は晨 

も適當なことは岡倉氏をきつまでもないこと 

であるから〇

旣に十數年前から我邦中等學校に於てエス 

語を課外に敎授を試み相當の成績をあげた學 

校は金澤一中、二中、松阪商菜、成蹊中學、 

紀北實踐女・苫小牧工業・金澤商業、勤勞女、 

大阪盲耍校、東京第六高女等々十指に餘る。猶
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中等學校における外國語

及びエス語について

東京府立第次高等女學校長 丸山丈作

學制改革の問題は、わが國の重要問題であ 

るが各學校の修業年限や速絡だけを考えたの 

ではとても適當の解決は望まれぬ。どうして 

もその內容則敎える學科について考えねばな 

らぬ。ここにおいて外取齬問題がゝ重ス;にな 

ってくる。 / '•-

今日の現狀では、中等學校の內中學校では 

外國沼が必須科となって居り、女學校實業學 

校では「之ヲ缺キ又八隨意^・トナスコトヲ得」 

となって居るのである。しかし多くの人々は 

隨意禾斗になって居ることも知らないで、女學 

校では英語を學ばねばならぬものだと思って 

居る。/• ， ；

女學校では規則は現在のままでも、たいし 

た差支もないが、實際は大に改められなけれ 

ばならぬ。それは隨意科であるのを殆ど必須 

科として扱って居る所が多いからである。何 

のために必、須科•の如くして居るかというに、 

學校の方では、英語を學ばぬ生徒の扱ひに闲 

ることと、親の方では、英語がいるものと思っ 

て居るからである。それは世間一般の認識不 

足と、專門學校の入學試驗に英語を課すから 

Cこれも女の方ではすべてではないが）であ 

る。中學校では英語が必須科になって居るか 

ら英語を修めなければ、中學の敎育をうけら 

れない。これが誠に不都合のことである。わ 

本年四月から東京府立第六高女に於て丸山校 

長の英斷により準正課としてエス語が英語と 

並行して敎授されることになり世の視聽を集 

めてゐる。五年後の成績發表を刮目したい。

今や中等學校外國語科存否の問題は我國民 

全體の緊急を耍する硏究題目である。徒らに 

功をあせることなく國家百年の大計を樹立せ 

んため全國民が愼重に老慮すべき秋である〇

本編悔部はここに鑑みる所あり此問題につ 

が國民を敎育するに英語を學ばねば、中等敎 

育わ受けさせぬとあっては、憤漑せざるをえ 

ない。中學生の最も力を費すのは英語でカノ 

る。高等學校でも最も多くの力を外國語にさ 

さげて居る。そして、學校をおえてから、その 

外國語を役にたてて居るものはまことに僅か 

である。ただ航度のために無益の努力をして 

居るのがわが國學生犬多數の現狀である。こ 

れをいかに改むべきか。

「日本人の敎育は日本語で」これが、昭和2 
年雜誌に發表してから、私の常に唱えて居る 

詞である。大學の敎授は日本人である。力れ 

むは日本語で敎授して居るのである。參考書 

も日木語で書ける舍である。何のために大舉 

にはいる渚に外國語を强いる必要があるか、 

大學すでに然りゝ高等專門の學校は推して知 

るべきである。

かくて、普通敎育といふ看板をかけて、そ 

の實は外國語敎授を主とした、大學の谀科た 

る高等學校も廢すことができ、國民敎育とし 

て重愛な中學校の年限をへらすなどの主張も 

消滅する譯である。私は元來、高等學校を廢 

して、中學校を6年とし、直に大學につ忙は 

るがよいと思って居るのである。

かくて、中學校では、隨意科トとしてエス蔚 

又は外國語を課することに改むべきものであ 

いて多年中等學校の英語科・敎員と匚て英語敎 

授に苦心されつつある方々及學校長たる方々 

Cその他諸學校で獨佛語の敎授にたづさはら 

るる方々）にしてしかもエス語の硏究や敎授 

に經驗ある方々にお願ひして英エス兩戲を比 

較しての公平な意見を拜聽匚併せて一般啓 

の歸趨の一端に資せんがためこの特辑を企て 

た次第である。・ 、一;:・エ;: 
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る。その外國語は今の如く、髙等學校、專門 

學校の入學試驗に應ずるためでないから、ほ 

んとにいるなのだけが學ぶこととなり、又英、 

佛、獄、シナ語に限る必要もなくなり、その 

時間數每週3時間位で、中歿生の力と時間 

の1/3も費させる樣な、現狀を改めることが 

できるのである。

今日の如くでは、いかに盡力しても、到底工 

ス語を公立學校に入れることはむつかしい。 

盏耕などに敎えて見ても、先生の報酬の出し 

所もなく、有志生徒にださせるのも困難であ 

り、また何か學校の都合て、休まねばならぬ 

ことも多く、そして學び得た語そのものは、 

英葫などと同じく、實際に用いる機會はめっ 

たにない。だから、始めは熱心のものも、次 

第にさめてしまう。

なお、高等女學校では、外國語は隨意科で 

あるから學ばせなくてもよいが、そのかわり 

にエス語を學ばせてよいという規則もなく、 

学ばせてはならぬといふ規則もない。學ばせ 

る學ばせないは、學校長の責任である。英語 

のかわりに裁縫や手藝を敎えると同じであ 

る。しかし、裁縫や、手藝ならば、特別に先生 

を碩わなくても;何とか者〕合がつくが、エス語 

ではそうはいかず、剩え嫉視反Ŭの懸念もあ 

る。殊に生徒の親にエス語の事を了解して居 

るものは少いから盡望者を得ることも闲難で 

ある。乂、普通敎育にあたる敎員は國家の認 

めた兔許をもって居なければならぬきまりで 

あるがエス晤はまだ敎える事を國家で認めず 

從てその檢定及び兔許のこともきまって居な 

いのである。故に今の女學校にエス語をいれ 

る事は、非滋に困難の問題で、學制を改革し、 

中學校にエス語を人れ得る樣にするのが先決 

問題である。「中學校でも敎へないものを女學 

校では」とはわが國多くの人の感想であらう 

と思ふ。

秩序のととのった社會に、改取を行うこと 

4ま、その事が禾要なればなるほどむつかしい。 

エス語問題も同樣である。私は帝國敎育會 

で、帝眾敎育會で、今までに三度この問題をだ 

した事がある。しかし殆ど誰も耳をかたむけ 

てくれない。ただ故伊藤長七君が「それはい 

いね」といっただけである。反對しないが賛 

成もしない。故に原案にだすとだんまりで倉 

談には通る。これではさらに力がなく、たの 

みにならない。かくなるのは、エス語を勉强 

して居る者がすくないからである。資任の地 

位に在る者でエス語を知って居るものは、誠 

にすくないのである。

現在の帝國敎育會長永BJ秀次郞氏は、熱心 

なエス語賛成者で昭和8年國民に對する五ケ 

條の希鸟の一ヶ條にエス語の勉强をすすめら 

れたが、ずっと以前に帝國敎育曲で“敎育第 

…"という標語を定め、それを徽章に作って 

Edukado unueとほりつけたことがあった。 

それは澤柳政太郞先生が倉長をして居られた 

時のことである。私はそれをひいて、帝國敎 

育會あたりで、エス葫を學校敎育にとり入れ 

ろ事を老えねばなるまいと數年前卞張した事 

があるが、前記の如く知らぬ人の間では賛成 

を得られない。

規則を改めなければ公立の學校に入れがた 

いことはすでにのべたが私立の學校でも認定 

指定の學校では同樣である。ただ何の資格も 

認められない各種學校ではエス語を敎える事 

も設立者が賛成であれば面倒でない。各種學 

校としてある學校は羽仁氐と子さんの自由學 

園の樣な學校のことである。そこではまた設 

立者の賛成を律るのがむつかしいかもしれな 

い。

以上のべる如くであるから、我々エスペラ 

ンチストとしては、倦まずたわまず、エス語 

の重要なことを主張して、賛成者を多くし＞ 

「就に一城をとり、タに一凰を屠る」といふ洗 

儀で次第にエス語を學校敎育にとり入れるに 

ついての障・害をのぞき、輿論をおこして、制 

度をも改め、遂には國語の次に學ばねばなら 

ぬき葉であると認められる所まで逹せねばな 

らぬと思う〇

氐に、私は英、獨、佛語伶の外國語がいら 

ないというのではない。それは普通敎育で 

なく、外國詰學校で、十分に學ばしめるが 

よいと主張するのである。エス語專門の學 

校もたてて、エス語のよく出來、敎員たる 

べき人を養成することも、もちろん必要で 

ある。
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中等學校に於ける

語學の問題ミエスペラント

中等學谡に於ける語學敎授問題は多くの場 

合現在の主なる外國語としての英語敎援の効 

果論で終始せられる樣であるが、私としては 

抑々英語科が中辱學校敎科中重耍な地位を占 

めた理出と其の時代相C明治中期の;）を再び 

貝返る事がどうしても必要な事と思ふ。英語 

敎授の必要は單に西歐文化の輸入に不可缺な 

條件であると見られた爲めかどうか、其の間 

他の理由が介在しなかったかどうかを顧みる 

必要があり・現在英晤科をどの程度で片付け 

ればいいかと言ふ解決も冇外此の邊に鍵があ 

るのでは無からうかと思はれる。

然し乍らたとへ英語科敎授の起因が文化輸 

人の要件であっても.常識涵養の方便であっ 

ても、或は又不平等條約撤廢の爲めの表看板 

に便はれたにもせよ、エスペラント學會が旣 

にエスペラントを英語と並べて.或は英語以 

上に見て特輯號を出す以上、英語科問題の丘 

を越えて居るものと見て玆にいきなりエスペ 

ラントを中等學校に課するといふ明朗な問題 

にとんで行きたいと思ふ。但し客觀的に見て 

英晤科（ま當分容易に廢止迄徹底的變化を辿る 

ものでは無からうと言ふ自分の信念の下に話 

をすすめて行く事がケレンに陷らなくていい 

と思ふ。便宜上項目を分けて考へて見よう〇

一.英語とエスペラントとの併用の問題

中等・學咬に於て輕重なき二箇の外國語を敎 

援する事は敎育技術の方から見て無理があり 

効果論から考へて損な事だと思ふ。エスペラ 

ントならエスペラントだけの一本で行く事に 

する力ゝ、何れかを主として他を從とするか.或 

は何れかを先にIて他を後にするかである。 

然して現左の英語が簡單に廢止し得ない事は 

敎師失業と力、商業及び會議用語としての英 

晤の長所とか言ふ英語側よりの主張はどんな 

風にしてでも片づけられるとしても.エスペ 

ラント自身の國際苗としての地位が世界的に 

高まらなければならぬ。つまり原因はエスペ 

盛岡商業學校長カ口 茂秀雄

ラント側にあるものと思はれる。もっと多く 

の人がもっと多くの場合にエスペラントを使 

用すれば.頗る容易に隔決すべき問題である 

と思ふ。然し乍ら此のエスペラントの効用を 

高める爲めに英語廢止を叫ぶ事は効果が少い 

と見なければならぬ。蓋し中小商菜家の更生 

の爲めに反產運動を起す樣なもので感心した 

事では無い。英語は何れは時間數に於ても効 

用に於ても減ぜられるものであらう〇然しそ 

れはそれに代るべき他の語が出來る事によっ 

て成就される。但し他の外國語或は日本語が 

之に代れば第二の英晤の出現となるから、工 

スペラントの興隆のみか蔚された條件になっ 

て來る。然してそれは徐&に來さるべき問題 

である。之が私が英語廢止が簡單に實行され 

まいと言ふ。さうした見地から見て私は現花 

エスペラント單一制或は外國語全廢制の出現 

が急速に實現されるとは信じないので•どう 

しても併用といふ立場の說明におちて行く事 

になる。

私の希卑するところは尋常卒業の入學資格 

修業年限四年乃至五年の男女中等學校に於て 

は第二學年迄エスペラントを敎授し第三學年 

ぬ上は英語を敎授しC單.に英語に限らず他の 

必要な外國語であってもいい）エスペラント 

は隨意科目、選擇科目或は課外として卒業迄 

繼績せしめるのが現在執り得る最;も適當な方 

法と思ふ。 •…诧愛

二.將來エスペラントに與へらるべき敎按  

時數、敎科用書等

中等學校に於ける外國語SE當時數は講習會 

等の時數とは全然考慮を更へてかからなけれ 

ばならぬ。他の敎科Ĉ外國語と同係或は同等 

以上重耍な）の間に介在して日注生活に割合 

に緣の遠い科目となってるわけでゝ敎授法の 

如何に拘らず生陡の身になって見るとビッタ 

リ來ないわけである。隨って相當時數を配當 

せねばならぬ事になる。先づ第一學年に每週
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的時間乃至五時間、第二學年に三時間乃至四 

卩$間といふところであらう。第三學年以上の 

ところは每週二時間位でもよからう。これだ 

けでも現在の英語の時數を4減した位のとこ 

ろに當るわけである。尤もエスペラントを現 

在の英語科の効果位のところで止めようとす 

れば前記の半分位の時間でも立派にやって行 

けよう。 -,

次に敎材に就ての問題だが、現在ある講習 

用書的なものは全部落第でせゝ〇生徒の心忌 

發逹過程を考!® Lた容易な匹容を持ったもの 

から撰び、練習材料を極端に多くしたものを 

執らなければなるまい。日本人向きに作ると 

言ふ事も老慮しなければならぬ。英語でやっ 

てるオーラル•メソッドも、エスペラントの 

チェ•メトードも密考されなければならぬ。 

然し屉も肝宴な事は茨法の一通りを繰り返し 

繰り返し易より難へ、單より複へ進む循環沟 

敎授法を執る事である。 ’

三、エスペラント敎g・と英語敎授との相互 

補導

英語より早くエスペラントを生徒に敎授す 

るのには飽く迄日本語との關係比較に基礎を 

れかなければならぬ。その際に常にザメンホ 

彳のエスペラント文法考案の苦心を語って工 

スペラント文法から推した日本語文法に目を 

向けさせるの力;いい。此の點パーマー氏の英 

語敎援の初學年に於ては禁物とされて居るが 

色んな點から私は實踰的にさうでなければな 

らぬと信じて居る。此の結果が英語敎授を開 

始する樣になってから非常に援;ナになるとい 

ふ副貳的の効果さへ持って居る。

凡そ英語敎授をやって見て困難な般は品詞 

論中の分詞の意味を吞み込ませる事である。 

これは分詞用法の複雜な爲めと敌詞變化の複 

雜な爲めであらう〇此の魁はエスベラントの 

分詞說明でらくに了解が出來る。次がム-ド 

の問題であらう。ムードは意怎表示者の態度 

を表明する立場から旣成國諸は各々其の形式 

を異にして理解し惡い點が多いが、エスペラ 

ントの習得により厶ードの基本形態が頗る簡 

單なものである事カ\;理解せられて・英語學習 

・に便利な點が多からうと思ふ。語根のラテン 

系から來る爲め英語學習に便なる事は論を俟 

たない。語法の黜になると品詞論に比較して 

英語と對比して頗る寬容なものであるだけ・ 

英語語法の入門として役立つ事勿論であらう

四、エスペラント敎授者の養成並敎育諸制 

度の變更

法制上の變化によってエスペラントを課す 

るとすれば敎師の養成は頗る簡單である。夏 

期休業を利用して全國を縣區制により講習區 

を定め、希望者（主として英語科敎員）に誌 

習を授け.其の後一ケ年の術餘期間を置き. 

其の間敎員坡定制度を新たにして檢定をすれ 

ばいい。勿論第一學年から順次實:施するから 

エスベラント敎師の數も始めからさう澤山は 

いるまい。同時に敎£!養成機關たる學校に於 

て漸次エスペラント科を設けて行けばいい事 

にならう〇・• ： • ,・2

爾餘の問題■例へば高專入學試驗問題の如 

きは法制によりエスペラントが課せらるる際 

は容易に變更せられ得る。

問題は外國語の序問學校を多少増加する必 

耍が起って來るだら5 〇髙等學校專問學校に 

於ける外國語の力は中等學校三年からやった 

ので支障は無いと思ふ。エスペラントによっ 

て基礎づけられた外國語敎授は從來のものよ 

り遙かに効果的であらうから。

最後につけ加へたい事は如上の意見はエス 

ペラントが中等學桧に法制上課せられる事に 

なればといふ假定の下に述られた事である。

本特瞬號編輯に際して

1. 中尊學校英語敎授に當りエス語を 
敎へてをいた場台英語の成績が向上する 
と思ふ。どの程度に?どの點が?

2. II々の授業の際英語の難淋な點・ 
それがエス語なら容易だと思ふ點は?

3. 中等學校で外國語Cエス語を含め 
て）敎授の必要あリや。

4. 特に高等女學校で必要か、否か?

5. 將來中等辱校でエス語が敎へられ 

る際其授篥の時間數は?

6. 將來中等學校の外國語としてエス 
語英語併用がよいか。エス語のみで可?

7. 將來中等學咬エス語敎口の養成 

（特に過渡期における）法如何。

& 將來高等諸學校の外國語問題は。

等の諸項目又は夫に類した問題を中心 

に各位に執筆をお願ひしました。
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馳け出しの英語敎師として

編棉部からの要求は・最近エス語學習をは 

じめた本校英語主任の鈴木氏に何か感想を、 

とのことであったので、從來非公認のエス語 

敎師を以って自認して來た私の《あんたはア 

メリカで勉强して來られたんで.英語位は何 

でもないだらう力、以》と校長さんの口車に乘 

せられてっひうヵ、うかと其の氣になって三四 

年生の英語を週八時間づつ引請けてしまった 

馳け出し英語敎師としての感想は勿論この特 

輯號に相應しくはないかも知れないが.枯木 

も山の賑ひとなれば幸である。

'«英語位何でもないだらう》とは飛んでも 

ない間違だ、と實•際にやってみて始めて解っ 

た愚さを何度繰り返しても始まらないが、な 

まじっかエス語指璋の經験があるだけに英語 

敎授の困難がしみじみと身にこたへる。此の 

整に關しては・エス語に接せぬ英語敎師の方 

負独は輕少で濟む。此の困難を綏印するため 

に'私は此處でも九月の二學期カゝら於!•外エス講 

習を試みることにした。之は屐早純負な生徙 

を能力審査の具に供するためではない。過去 

六ヶ年間前任校に於て約二百の生徒に課して 

實驗濟であり、成續の向上は旣定の事實てあ 

る。…般中等學生の極めて少數の者にとって 

英晤は難解であるが大多數の者にとっては全 

く不可解なのである。かう云ったら英語の先 

生自らが先づ腹を立てるかもしれないが、之 

が事毬だから仕方がない。せめて大多數の者 

にとって難解である點まで漕ぎつけられたら 

英語敎師としての大成功である。幸なるかな 

エス語の博入は之を可能にして吳れる。自稱 

エス画•敎師なる私のニス語に對する採點の廿 

さを笑ふ人があったとしても事歿は曲げ得な 

い。エス語導入によつて英語成績が向上すれ 

ば・英語敎授存否の問題は別として、英語敎 

授そのものの成功でありヽ同」导にエス諳〕寸射 

が國際語としての實効を示すなら.實に一擧 

兩得。甘すぎる話のやうだが之が又爭資なの 

だから舌が曲らない。最近高田髙女生がアメ 

リカのハイスクール女生徒達と英帝で文通をは

富山工業學较敎證渡部隆志

じめて、貰った手紙を集めて副讀木として綠 

険で之を繙いてゐる新聞寫眞を見て、成程ま 

平洋浪靜かだと長大息したよ地方では英語を 

まるきりやめて了った女學校もあるのに!） 

ヵ〉うしたことがニュースヴァリウを喚んでゐ 

る一方.金澤商業の腕白共（金商生諸君御兔） 

は先生の手を離れて勝手氣儘に世界中を相手 

に生意氣な交歡をやり出した。勿論エスペラ 

ントー點張りで。やれやれ仕末に負へん餓鬼 

共だと云へるだらう力、。 ・

住み慣れぬ北陸の暑氣中毒で口分の飯の種 

にケチをつけては勿體ない。では、先を急い 

で《中等學校語學問題とエス語》を廻って二 

三の希望その他を：

1. エス語が英語敎授に役立つこと〇
エス語旣修者は一股に英語文法の吞込が速 

かで〇文法上の不規則を不規^なものと 

して理解するに敏。

2. 英語の六ヶ敷さ。
英語敎授の難關はーに始って十に終る。就 

中、前程詞用法の複雜多岐なる。發音、綴に 

揚音の困難は云ふも更なり。

3. 4.中等學校に語學敎授不要とは云ひ 

難し。過重なるを旱まず。先づ必修語舉時數 

を現行より半減すべし。性別よりも人柄によ 

る個別指導が重宴。隨意科の使命此處にあり。

5. 止科としてエス語を入れる場合、低舉 

年に三詩間。髙等年に二時間。

6. 英エス何れかを必修、他を隨意科とし 

たし。此の意味で併置に賛成。

7. エス語敎師の問題:應急的には中等敎 
員有資格者中のエス語熟達者を學會が詮考推 

薦。追って文檢探度による敎負任用も可能と 

なるべ匸。

エス諸敎師と英語敎師とは思您的に別個の 

存在。隨って兼任或ひは轉向は可能なれと\ 

總ての英語敎師をエス語敎師に改宗せしむる 

ことは不可能。英語廢止による英語敎師の去 

就は別問題にして且つ甭犬問題。

8. 中等學校に於てエス語を，忆修とする場 
合、高校以上の語學は極めて自由な立場に於 

て敎授せらるべし。但し存潑の問題は重大に 

して、速斷致し難し。 以上。
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中等學校の外國語

私は男女中等學校の外國語について次 
の樣に考へて居ります。
一花吾人は世界に日本語を普及するこ 

とを理想とせねばならぬこと。
ー、從って國語に重きを置き、外或語 

は第二次的の學科とすること。
—、第一學年に於ては悉く ローマ字を 

敎へること〇是は數學、理科等にも必要 
忙から缺く可加らざるもの。 .

一.ローマ字は國語の時間內で敎へる。
一、二年以上は原則として外國語を全 

廢すること。

元大阪外國語卑校長 中 目 覺

ー、市の屮等學校に於ては一市一校位 

外國語を課するも-差支なきこと。
ー、外國語を課する處合は、毎週三時 

間以內三學年を超えさ•ること。
一•、外國語としては現行の支、英、佛・ 

獨の外にエスペラントを課するも差支な 

きこと。
一.高等專門學校の入學試驗には外國 

語を課せざること。
ー、外國語硏究希望苦のために各市に 

外語溥習所を設け、夜間二時間位にて速 
成に敎授するこそ。以上（昭十•七・三〇私）

エス語に接しての第一感想

英語は英語、獨語は獲詰、佛語は佛語で夫 

々實用的價値或は文化的價値が充分に認めら 

れ、エス語はエス語で.その現在の使用者乂 

は文獻の存否、若又有るとすれば其の程度聽 

圍如何等の問題は外にして、エス語の創始者 

の趣旨抱負は確に敬服に價する.點があり、其 

の實用的價値文イ団勺價値もエスペランチスト 

の努力によって將來性のあるものと考へられ 

る。諸外國語とエス語とはお互に侵し得ない 

で併立の分野があると確信するが、諸外國語 

の币・要性は認めつつも、被敎授者の方而から 

見ると、入門の際發皆に…苦勞、次は文法に 

惱まされ、さて以上一通り終ったと1ても今

富山工業學校敎隸 鈴木廣次

度は多數の語彙にさいなまれるといふのがー 

般の實狀で、斯くては切角のタi國詰敎授もや 
やもすると極く低い文化的價値匚か得られな 

い弊があるので、敎師と・ては能率増進の方 

法如何を常に苦心してゐるのである力1、其處 
にエス語に接してみると、其の發音と綴字と 

の關係の簡易、文法の統一性、語の造成法の 

自由、諸外國語と詰根の共通等の點からして 

諸外國語をオミットじてといふ事は考へわれ 

ないが、諸外國話敎授に先ってエス語を敎授 

したら一擧兩得が出來るではないか?

これがエス語に接しての第一感想。

ドイツ語敎師として

おたづねに接じましたが、口分の埸合ら具 

體例をそ才し程豐かには持ち合はせてをりませ 

んので、御滿足のゆく答を致しかねます。俳 

しエス話は私の場倉「言語性」とでも謂ふべ 

きものを見せてくれま1たので、色々の外國 

語を學習するに當り豫想外に役立ったことだ 

けは確信を以って中し上げることが出來ます 

その點、中等學咬でエス語を併用すること（否 

むしろエス語の學習を他の外國語よりも先行 

せむむること）は基も異論ないどころ力、、撷 

力おすすめ致・たきものです。他の外麼語と

荒井道太郞

FRしまいこが、英語殆んど篦能の現況は洵に 

どうかと思はれる次第です。中等學校でエス 

語と獨逸語一そんな方針にでもなったら我 

々日本人は「思想」の黠で琉在よりも遙かに 

惠まれ、ひいては國民性にも恐らくずっとい 

い影響があるのぢゃないかと愚考致Lます。 

中等敎育にエス語を精力的に進出せしめると 

同時に、他の併用外國語の種類の點に就いて 

も、今こそ十分に考慮する必要があら5と存 

じます。病臥むてをりますので、以上甚だ簡 

短なお答でお許しを願ひます。
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中等學校てのエス語敎授の時間數

逗子開成中學校敎諭 H1中政夫

1.エス語が英語敎授に役立つことエス 

認は接頭語接尾語を多く用ひる關係上、英單 

語に現はる接頭、接尾語を容易に理解む、忘 

れてゐてもすぐ思ひ出匚、未知の言集も接頭 

接尾語によって推察出來るので語彙がf也の化 

徒に比べて著しく熬富である。

英語の複雜な時栢をエス語のそれで表はt 
比較すると樂に覺へるやうである。

2・ 英語の六ヶ敷さ1.及び5・に書いた 

通り、不規則動詞、名詞の犊數形が不規則な 

るもの及ひ不規則なる形容詞創詞の變化。冠 

詞の用法c混成時。

3. 中等學校で外國語敎按の必要 知って 

ゐないと見解が狹まい何といっても英、佛、獨 

語は文獻が多い。一々飜譯はむて居れない。

4. 女學校と外國語 陵意科と1て是非お 

く必要がある。Cエス語なら必須科目とする。） 

現行のままの外國語ならK意科の授業時間數 

を中學校と同じにする。女學校から全然外國 

語を騙逐むて智的に延びる女を强いて御^自こ 

することはいけない。

5. 中等學校の語學とIてエス語を入れる 

場合の援業時數。

5）中等學校を中學校と實業中等學校Iこ 
分けて考へると實業舉校では學校の性質上語 

學の時間を多く必要とするもの或はエス語の 

みを課I得ないものがあらうから此處では中 

學校の場合に限るものとする。

中學校で現在敎gされて松る外國語卽ち英 
佛、獨、•支の四ケ國語と同一條件の下に新た 

にエス語が敎科冃中に加へられるものなら他 

國語の五年間に習得されるものをエス語なら 

二年半で充分である。時間數は文部省が中舉 

校敎授要!Iで指定する故それた從ふのである 

が五年間のうちには敎室以外のものを樂に讀 

めるやうにならう。エス語を學校で英語竝み 

に五年やるのであるから。

（ロ）エス語のみが現在の刘國捂に代って 

課せられるときは各學年を通じて四時間を適

度と思ふ。今日行はれて居る中學校敎歿要H 
に掘ったものとエス語とを比較すれば

學年 一週に於け 

るタi國語授 
業持數

エス語 一年間の實際 
授菜日數を二 
白二十八日、 

三十ハ週とL 
て節約し得る 
時間數

I 5 4 38
II 5 4 • 38
III 6 4 76

IV 一種2 5
二種 4 一7 4 76

V 一種 2—5
二種 4一7 4 76

(
门二種のみを老、 
へ平均一遍六
ゝ時間と看做すノ

)
304

となる。四學年五學年に於ては英おが上級學 

校入學試驗の際重きをなす關係上・更に補習 

授業のあるところが多いのである。四五年で 

は平均六時間と1たけれども大抵の學校では 

許される限り英語の時間を多く Iて居るので 

七時間であらう。五年問を通じてエス語の場 

合と比べて少なくとも三〇四時間多く費すこ 

ととなる。四年五年を一涎七時間、それに補 

習二時間とするときは更に三〇四時間が加は 

り一週の授業時間數を三十時間とむて大約二 

十週間、卽ち五ケ月足らずを餘分に費いL 
かも得る所は每週四時間のエス語授業に遠く 

及ばないのである。

エス語を課するときは矣語の場合に於いて 

現在三學年以上に課せられる文法の時間を必 

婆とIない。新撰エス和辭典について居る工 

スペラント語法慨觀に今少L例題を多く入れ 

た程度のものを文法書として一册こじらへて 

おくと、敎師は必要と思ふとき開かして注意 

をあたへ、又生徒は不審な所はこれを隨時見 

るやうにする。語法厂不審なところはエス語 

のやうに簡單なものなら生徒口身必らずしら 

べて自分のものとする。殊に中學校では時と
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自由て•奔放容易て偉大な

ESPERANTO よ

我々わ英語お“敎授”することによって生 

計お立てている者ですが、そ九にも係らず、 

否それ故にESPERANTOお100 %支持致し 

ます。もしESPERANTOが中學校で敎へ 

られるとすれば、中學校の年限わ現在の五年 

制度お三年に短縮し得るし、高等學校わ二年 

で充分だろうと存じます。その方法わ:一 

中學三年間お通じて會話お本礎とすること 

その傍ら-•年にわ簡單な文法、例えば.各品 

詞の語尾ヽ複數.目的格等お敎えれば充分。 

二年生にわより高等な丈法、例えば關係詞・分 

詞等.これで文法わお終いとして、三年生に 

わ前述の通り會話お主としながら、一方速遜 

才袋で色々なものおヽ語學的.文“は的でなく 

內容理解的にどしどし讓破する習慣を養成す 

ることです。こうすることによって如何なる 

大册本に接しても、丁度我々が日常の豹聞お 

讚むように、ちっとも臆幼がらず、愉快にこ 

れお味證することが出來るようになります。

以上で歐洲語に對する十分の準備わ•出來た

むて試驗があるに於てはなほ更であらう〇書 

取の時間も英話で課するときの半分でよから 

うし.佛關西語のそれに比すると三分ノー若 

しくは四分ノーでよからう。

前述一週四時間のエス詰敎授の結果が現行 

の外凰語致授の結果よりもはるかに勝れた結 

果をもたらすことは萸語の不規則動詞の變化 

一つを考へて見てもよい。佛蘭西話の動詞變 

化を考へるならば思ひ半ばに過ぐるものがあ 

らう〇中學校の二年生三年生が英語の不規則 

動詞變化表を片手にHをつむったり、睨んだ 

り、或は力ードに書いたものを裏表.表裏と 

ひっくり返Iて暗記Iて居るのを見ると、こ 

れだけの努力でエス語の文法は充分すぎる程 

了解出來ると常に思ふ。この不規毀動词の變 

化を覺へてじまはなければ受身も完了時形も 

わからない英語である。しかもこの變化は英 

語の勉强では極く初步である。割合簡單だと 

思ふ英語の名詞の不規則なる複數形、又人稱

橫濱專門學校敎授亘理俊雄

のですから.髙等學校二年間に、他の英獨佛 

なり露語なりわ雜作なく習得できることお確 

信して疑いません。

中學四年制が叫ばれてゴタスタしている時 

そして殆ど無效呆的な英語敎授時間が漠人も 

なく浪費されている今日、もしESPERANTO 
が以上の如く實施されたとしたならば、それ 

わ國民經濟の點から考えても如何に大きな福 

音でせう。一巳も早くこんな幸福な日が來ら 

んことお我々わ切望し丄L努力する次第であり 

ます。最後にツルゲーネフおもぢって:——

疑い惑う日にも、人類の運命お思って佗び 

しい思いに暮れる日にも、お前ばかりわ我ら 

の杖であり柱である〇力强い、誠實な、自由な 

ESPERANTOよ、お前と言うものがなかっ 

たら、•世界の現狀お見てどうして絕望せずに 

いられよう。けれどもか樣な言葉が.偉大な 

人類の享くべき賜物でないと、誰が考え得ら 

れよう! （

による助就詞の變化.これ等が復雜な時制と 

こんがらがったものとエス語の場合とを比べ 

て考へて見ればはっきりするであらう。

高等女學校は時問數の都合惡るければ三時 

間として、節約出來た時間は家事科に向ける。

6. エス語英語并用か否か 三年二學期ま 

ではエス語だけ、三年三學期以後英（若しく 

は獨・佛、支、露）語を主とする併用がよい。

7. 英語を廢しエス語を敎授することを一

年前に發表すれば敎師問題はどうにかなる。 

文懺式に試驗をすればよいが。要は中等學校 

の英語汝姉の生活問題が社會的にはるかに大 

きいであら5 〇 ・. ......

8-髙等諸學校の語學は現在のままでよろ 

しい。中學校で英語をやって、高等學校の乙 

類丙類へ行くあの方法。將來も髙等學校が現 

在通り甲類乙類丙類と語學によって分けられ 

て居るならエス語から丙類に進む者は餘程樂 

であわう。 ・. •'..，丁:



250

中等學校語學問題とエス語

邙付）我が親愛なる英語敎師諸君へ

東京府立第七中學校敎鹼 多羅尾ー良E

近來急に中等學校に於ける外國語（特に英 

語）敎授無用論や授業時間短縮の聲が喧しく 

なって來た、所以は.近時我 の國運の急速

なる膨脹より來る極端なる國粹排外思想と具 

體的に英晤C外國語の代表として今後使ふ） 

敎授の實の揚らざる事に依る。此度は文部當 

局が愈々本氣で何かを實行しさうなので.英 

語敎育界は急に騷ぎ出したのである。去る七 

胃中旬には東京府英語敎員大會が催され次の 

決讓が成された。

吾人は我國の中等學校英語敎授時數を削 

減し又は該學科を隨意科たらしめんとする 

事に絶對反對す。・ • *

理由' ・ ・

1）英語は他界語なり。故に日本精神を 

宇內に宣布せんとせば須らく英語によるべ 

し。

2） 貿易市場を世界に求めんとする今日 

英語敎育は喫緊の必事なり。

3） 對外廐係の愈々複雜を加へつつある 

今日英語敎育は國壬外交上より見て之を忽 

諸に附し難し。

4） 現代日本の躍進は.明治大帝の宏謨 

に基き、英語敎育の普及を圖り、廣く智識 

を世界に求めたる賜にあらずや。

5） 交通機關の發達に伴ひ、英語の知識 
:は吾人の常識として缺くべからず。

6） 外國語の學習は中等程度の修業期に 

於て之を爲すこと最も有効なり。

以上の理由に依り、中等敎育に於ける英 

語敎授の時數を削滅し.或は之を随意科た 

らしめんとする事は、要するに國家敎育を 

破壊して.社會の進步と國運の發展とを阻 

碍するものなりと信ず。

と云ふのである。眞に現代英語敎育者として 

は無理からぬ事で、延ては自分等の生活に大 

關係を來す事であるから、一朝の決踐で事を

定めて貰っては大に困るのである.以下エス 

語者として又英語敎員としての筆者の意見を 
公平に書かうと思ふ。・ 、:ハ

此度の改革案は未だ蓋を閑ナない故何とも 

云へないが、多分英語敎育を何とかしやうと 

云ふので、それにかへるにエス語を以てする 

とは云はないであらうし、又エス語問題にも 

觸れないであらう。C放って置けば）七月號の 

藤高氏と同じく「建設を忘れて破壞に急であ 

る」のなれば筆者はどこ迄も反對である。此際 

何とかして、文部當局にエス語を聲を大キく 

して極力すすめろ事力;我々の國家に對する義 

務でなからうか。上記英語敎員の決議は英語 

ばかりより眺め、エス語を全々您視したる決 

議であるが。エス語を硏究した事のない人々 

の集會であるから、やむを得ない。筆者個人 

としては外國语敎授無用論には絶對反對（エ 

ス語も外國語の中に入れて）である。エス語 

のみ敎授も當分は不可C今後半世紀間は）。 

エス語と英語併用敎授を主張す。半世紀間は 

全世界の人々及び主なる文默（飜譯物をも 

含む）にエス語が大體に於て行き渡らないも 

のと思ふ故なり。明治維新以來七十年、特に英 

語の形を通して外國文化は我國に紹介された 

今でも橫文字は皆英文と思って居る人々が如 

何に多き事よ、又實際不便には違ひなきも英 

語を吾人が何かの方法で使ふ事が多い事實を 

見ても直に英語と緣を切る事は得策でない。 

今後半世紀間に徐々と時に應じてエス語に變 

更して行くのが一番かしこい方法であらうと 

思ふ。一國の敎育制度の事は餘程愼重にやる 

可きで、一時のパッションに依って左右す可 

きでない。先づ中等學校を五年制度として聂 

初の二年間はエス語のみを、三年生より工夫 

語を通して英語を。兩語共每週六時間は敎へ 

る事。故新渡戶博士も云はれた如く、エス語習 

得に依って、三年生より五年卒業迄に現在擧 

げられて居る以上の良成績を得る事は確實よ 
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りと信ず。ハ月號の菅野氏の論文參照。Cエス 

語が英諸硏究に中介物として、如何に共通黠 

多く、役に立つかと云ふ點を特に）。同氏の云 

はれた事で殆ど筆者の云はんと思ふ事はつき 

て居るが、ただ過去に於て餘りにも筆者の英 

語學習上エス葫が役に立ったかを考へると早 

く氣が付いて同語を學習した事を負に感謝し 

て居る。

每週六時間卽ちー日に必ず一時間と云ふ譯 

は、外國語敎授に經驗なき人々C特に文部當 

局の方々に云:ふが;）は多すぎると云はれるで 

あらうが、先づ言語は大半習慣なり、と記憶 

せられたい。特に會話に於てしかり。日本國 

內に小兒時代からずっと住めば如何なる口痴 

でもH本誓を話し得。英米兩國其他に於も同 

樣な事が云へる。後天的に習ふ外國語は英國 

に滯在するにあらざれば每日一時問は何かの 

形式に於て反覆練習するにあらずんば、エス 

ペラントと雖も理想通り二三年間に誼み書き 

話しを習得しきる譯にはゆかないであらうと 

思ふ（母國語以外の初めての外國語としての 

場合の話）。時問の資本をかけずに自由自在に 

他語を操っるなどは到底思ひも依らぬ事であ 

る。短日月にエス語を物にした人々を時々見 

受けるが、それは餘程の秀才か、さもなくば 

歐卅;語をすでに二三精通して居る人である。 

六時間は多過ぎるとなれば、外國の歷史地理 

や其他世界共通の科學等をエス語を通して敎 

へれば良いのである。いや資はかくせざるが 

故に現代の英3S敎育の功杲力:擧がらなかった 

のではないか?應用させない語畏だからすぐ 

忘れる。明治時代前半の舉生の比較的單需の 

豐富であった事は普通學科を英語でやった亭 

に大に原因して居る。他語を通して敎育を與 

へる事が大國民の名譽に關するならば、中立 

語エス語でやれば如何です。世間がさうなれ 

ば敎材問題はすぐ解決する。エス語習得は他 

外國語に多大に關係ある故、他語を習得する 

爲にも大に、かくする可きである。

ヱス語が全然今迄の英語に取H代る事は上 

述の如く先づないがエス語が必修科□に成っ 

た當初に於けるエス語敎師產出方は、文部省 

が現在の日本エス學诃に大瞪の所を委託す 

る。其先きは筆者が論ぜなくとも、學會で上 

手になさる事であらう。ただ今迄涙ぐましき 

迄に奮鬪硏究を怠らなかった旣製エス語者を 

して蒔いた種を何とかして物にさす事と、將 

來のエス語敎師資格はエス酷以外に歐洲語一 

っは必ず收得したる者に限る事。理由は他器 

を通してエス語を見るにあらざ扌しば眞のエス 

語の精髓を捕むを得ず。筆者の上記の論に依 

れば、中等學校にてはエス英語兩語を敎へる 

事になるからである。此は一方今の芙語の先 

生方を救濟する事になるから。

現在の英話敎師をエス詰敎師（:中等學校程 

度の生徒を敎ふるにたる）に仕立直す事はだ 

から一番都合がよいのである。又然する事は 

さのみ困難な事ではないC過去の經驗に徵し 

て）彼等にエス語其物こそ初めてであるが、語 

學術に發表の骨を最早英語にて十分に磯得せ 

る人々であるから。/J、一年も眞面目に講習を 

受けたら敎へる事位は裕に出來る樣になると 

確信す。學會は今より敎育方針及び敎材の下 

ごしらへをして置く可きである。

以上述べて來たが云ひたい事は未だ山程あ 

る。此際なんとかして.祖國の爲め、東洋の 

ため、ひいては世界人類のため、小さくして 

は現在英語敎師の將來問題善處のためエス帑 

を中等學校の敎科に入れたいものである。
筆者は忠實なる英語敎師Fある。決して英 

語の裏切者ではない積りである。英語は本當 

に好きである。英語を愛すればこそエス語を 

やったのである。英語敎師諸:^よ!エス語問 

題は我等こそ特に硏究す可き事なのである。 

徒に盲目的なる非難をやめて、我等お互ひ擁 

護の爲にエス語を勉强しようではないか。工 

ス語は決して英語の敵ではない。むしろ味方 

である。我等の危具する我々の日用の糧を奪 

ふものは決してエス語にあらずして、皮想な 

る時彳七思想である。英語をより艮く知り、愛 

する爲に何卒つまらぬ偏見を捨てたいもので 

ある。去る七対上旬オランダよりのラヂオ放 

送にエス語にてもアナウンスされた。C筆者自 

身もそれを聞き屆けた）。世想は我等個人にお 

構ひなしに移って行く 〇筆者の兄弟である英 

語敎師諸君よ!世の流れに遲れて千歳に悔ひ 

を殘す半なかれ。 ・
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英語敎授硏究所

座談會に對する疑義
高津高等女學校長新川正一

英語敎授硏究所主催の座談會記錄（菊判三 

十一頁、題目は英語敎育の目的及價値）を同 

所から寄贈に預った。私のみでなく、恐らく 

は全國の中等學校長等が寄贈に預ったのであ 

らう。時笹柄端な催でもあり、而も其の記 

錄を頂戴したことはまことに有難い。多少 

此問題について關心をもってゐた私は早速拜 

見した。何せよ座談會の人々は本邦英語敎授 

界の錚々たる方々であるから私の啓發された 

點は非常に多く感謝に堪えない次第である〇 

然し乍ら同時に若干の疑問も湧いて來た。「第 

一今の女學校の敎員だの校長はどういふ了見 

だらう」といふ所まで槪み來った時に、何とか 

ものを申さずばなるまいと考へるやうになっ 

た。抑々此のパンフレットの使命——否此を 

私逹に寄贈される所以のものは、私如き一知 

半解の徒に正しき見解を與へ、巷間傳ふる所 

の英語敎育に對する妄說を拂拭しようとする 

ところにあるのだらう。然し一步退いて考へ 

るとこの座談會の內容に對して碰問なり、反 

對意見なりがあるなら、これを發表して同硏 

究所の人々の垂敎を受けるといふことは、一 

腐このパンフレットの目的に副ふものだと倍 

ずる。「どうし、ふ了見だらう」ときカメもなくて 

も、折角御寄贈の御厚志に對し、私の魏問な 

り、主張なりを述べて、且は感謝に代へ、且 

は敎を乞ふ次第である。

「我國の中等學校に於ける英語敎授の是非 

については近來やかましく論讓されるやうに 

なりましたが、，これは別に新らしい問題では 

なく、旣に大正時代から起った現象で、夫々 

多少色彩は異ってゐますが、併しまだ實際の 

樹度の上に著しい變化を與へるまでには至り

ませんでした。然るに數年來日本の社會は所

謂非常時の波に押されて、從來嘗て見なかっ

た速さで幾多の議論が實行に移される氣虱が

現れましたがヽ聞く所によれば、中等:學校に

於ける英語を廢止或は大新減を行ふべし、と 

唱へるだけではなく、之を急速に斷疔しょ5 
とする地方が續々現はれて來たといふことで 

あります。中略、そこで今夕英語敎授硏究所 

は、多年英語敎授に關係してをられる皆さん 

に御出でを願って、……Joこれが當座談會に 

於ける石川林四郞氏の開會の挨拶であると同 

時に口的であった。此の事に關する限り、ま 

ことに時宜に適した結構な企であって、何人 

も異論はないであら5 〇所で問題は、其の曦 

止論或は縊減論にある。如何なる論があった 

のか、此の座談會の人々の何人も言及んでゐ 

ない。座談の目的は結構ながら其の座上に据 

ゑるところの論は何もない。ただ漠次たるも 

ので/って、「きく所によると」式のものであ 

る。換言すれば、此の座談會の人々は何を根 

據に論じてゐるのか譯が分らない。漠热たる 

英語無用論、全廢論、縮減論をもとに論ずる 

のでは餘りに幼稚でありゝ非學匿的である。 

私はかくの如きかげにおびえたものの言ひ方 

を錚々たる英學界の人々の爲に惜しむもので 

ある。

私の知る範圍でも全廢論としては、東洋文化 

學會發表の學制改革案がある。卽ち

女子中等學校に於ては外國語を課せず特 

別の必要によりて之を課する場合と雖も隨 

意科•となすこと

特殊の家庭を除くの他は外國語を用ふる 

所なし、Ĵ1.つ女子中等學校に於て之を課す 

るも賞用に應ずるの學力を得しむる能は 

ず.而して生徒の負擔は決して輕しとなさ 

ず、故に之を必要とするものに對しては別 

途の方法を以て之を習得せしめ一般の女子 

中等學校にありては全廢するを以て本則と 

•なすべし。

これ以外の老名な論には、ふるくは藤村作 

氏のものがありヽ新らしく三上參次氏のもの 

がある。前者は雜誌現代に發表されたもの、 

後者は第kb五議會の貴族院で發表された演 
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說である。もっと新らしい所では、帝粗敎育 

會調杳部に依って發表された「中等敎育に於 

ける外國語英語を如何にすべきか」がある。 

かういふ問題に普通以上の關心を技・ってゐな 

ければならぬ前記硏究所の方々が之を知らぬ 

筈はなからう。又永田秀次郞氏などはラヂオ 

に講演に、此の問題を取扱ってをられる。何故 

に此の座談會の人々は此の如き確固として存 

在する論をば無視してかげの如き「きく所に 

よれば」式のはかない聲を座談の材料とされ 

たのであるか解するに苦しむものである。そ 

れとも最早や全廢論錠滅論を以て輿論とみな 

されての結果であらうカ、〇たまたま一人が三 

上氏の說にふれてはをるが其の論旨をはっき 

りつかむでをるとはおもはれない。私の考へ 

る所では世間に旣に流布されてゐる此等の論 

に對して檢討をなすことが、最も此の座談會 

に相應しく□つ爲さねばならぬところだとお 

もふ。かくして其の非を指摘するならば世論 

は自ら英語敎授につき現狀を維持し、又は現 

狀以上のものを要求するに至るで務らう。か 

ういふ方法をとらないで、勝手な想像の上に 

勝手な議論を述べたのでは、此の座談會の本 

音は寧ろ石川氏が言ってゐるやうに

「……これを極く公正に批評するならばヽ 

今の、隨意科にするといふやうなことについ 

ても、これは他の學科と同等の立場に於て考 

へたらよいとおもふ。これを三年迄やって、 

性質の適しないものには何か他のものを選ば 

せる意味で選擇科目にするのは差支はないが 

これに代るべき舉科については何の調査も準 

備もなく、唯隨意科にすれば敎師の數を減ら 

すから、そナしが經濟の方に都合が好いとか、 

將來全廢を行ふ第一步として、緩阳策の一種 

として、隨意科とするといったやうな敎育行 

政の方面の考を背後に持ってをって……」と 

いふことを虞れる所にあるのではないかとみ 

られても仕方があるまい。

英語科を廢されたり縦滅したりされると現 

在の英語敦員はどうなるか。之は碗に巫大な 

問題でひとり英語敎員のみのものでなく、巫 

大な社會問融である。然L英語科の廢減問題 

と之とは關聯はあるが、別にして論じなけオI 
ばならぬ性質のものである。國家百年の計と 

英晤敎員バンの問題とは全然性位が異るから 

である。さればこの座談會が廣に開催の目的 

に忠實である爲にはどうしても確に存在し、 

ĴLつ社會的影響の大なる所論を取上げてゝ吟 

味檢討し廢減の非なる所以を社會に首肯せし 

むべきである。さもなけ才しば、敵は本能寺か 

との魏を超さしめないとも限らぬ。現にこの 

座談會記銀を贈られた七月十三Hには東京府 

中等學校英語敎員會がこれに關聯する會合を 

開催した。其の記事が新聞には「英語敎員の 

生活を脅威する短縮案絕對反對の氣勢をあげ 

た云々」。といふ風にのみとられてしまふので 

はあるまいか〇

今日英語科に對して如何なる論がなされゐ 

るか。如何なるものか興論であるか。これを 

はっきり摑まなければ是非の論は立てられな 

いといふことは旣匚述べた通りである。

それについて櫻井役氏がはっきり言ってゐ 

る〇卽ち

「英語を全廢してしまふといふ樣な意見に 

ついては餘り考へる必要はないのぢゃないか 

とおもってゐます。……英語は必要であ乞と 

いふことは感じないのではないが、他學科と 

の均衡上もっと畤間を滅らしては效果は擧げ 

得られないものかどうか。女學校などに於て 

は特に其の感を深くするのですが入ってくる 

生徒全體一人殘らず英語をやる必要があるか 

どう力、。……結局するところゝ随意科といふ 

樣なことにしてしまふか、或は中學校の場合 

ですと三年位まで全部に課し、後は隨意科な 

り、或はもう全然課さないものもあるといふ 

やうなことで宜しいのぢゃないかといふ意見 

なんです。」

樱井氏のこの意見はさことに世人の言はん 

としてゐるところをつくしてゐるものと私は 

見る。英晤科に對して現狀のままではいけな 

い、時間減少なり或は他の方法で何とかせね 

ばならない、といふのが現代人の通念である。 

三上氏にしても決して英語全廢論や不要論を 

唱へてゐるのではない。實に此の點をさして 

居られるのである。議會の速記錄を讚めばよ 

く分る。結論にかういってゐる

「結局ハ艾部省二於テモウ少シ御一新以後 

ノ敎育ニブラ下ガッテヰル所ノ西洋敎育ノ殼 
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ヲ取ゾミッテシマッテ、□本敎育ノラヒノ道二還 

ッテ戴キタイトイフコト、ソレニハ报:モ大キ 

ナ殼トシテ外跋語ノ!^間ノ、扱ヒトイフモノ 

ヲ切二御考慮ヲオ願ヒ致シタイト云フコトデ 

アリマス」。

全廢せよといふのでもなく、不必要といふ 

のでもない。現狀のままでは現實の日本人敎 

育に適切でない、何とかせねばならぬといふ 

のである。

このことは帝泓敎育會調査部發表の「中等 

敎育ニ於ケル外阈語c英語）ヲ如何エスベキカ」 

を見ればー府よく分る。その中の對聚を記す 

と、

ー、中學校ニ於テノ、第三學年マデハ必須科 

トシ、第四學年以上ノ、之ヲ缺キ、又ハ隨意科・ 

トナスヤウ法規,ヲ改正スルコト。

二、 髙等女學校及實業學校ハ現在通リ〇

三、 生徒ノ學習負瞻ヲ輔滅シ口ツ敎授ヲー 

層効果的ナラシムルヤウ中等學校ノ取扱ニー 

大改善ヲ施スコト。

右の案に依れば、髙等女學校及び實業學校 

は現在通り、とあるが、之には若干の說明が 

要る。高等女學校の現在の規定では、「外國語 

ノ、之ヲ缺キ又八隨意科トナスコトヲ得」とな 

ってゐる。卽ち認可を得さへすれば英語を全 

發し又は随总科とすることが出來るし、又右 

の案の中學校の樣に三年（又は二年）まで必 

須科とし四五年を隨恿科とすることも出來る 

のである。高等女學校に關しては現在の誉 

を以てしても相當に融通性がある。けだ1ゝ 

土地の狀況及時勢に適合するの餘地を與へ、 

敎育をして凑に實生活に卽せしむるところに 

其のねらひ所がある。

凡そ眞の敎育は高邁な理想を有ち、環克に 

卽し、時代と共に步む所にのみ建設される。 

それ故、中等學校に於て、英語を全竅し紡減 

し、或は半必須科とし、半隨意科とし或は又 

全然隨意科とするかといふことは各々の學校 

の事情に依り異るべきである。決して之を嘗 

てはなやかなりし英語に對する反動との4見 

ることは出來ない。明治時代に於て英語不要 

論を唱へるの愚は、今日なほ其の必婆論にし 

がみついてをるの愚と選ぶところはない。と 

もに時代に對する盲者である。

凡そ今H程世界各國に於いて、一方では自 

主的傾向が强く、他面國際協調を必要とする 

時代は他に其の例がなからう〇此の時代に於 

て、過去六十年の間先進文明國の跡を追ふに 

急であった日本が、負に日木の進扛べき道を 

求めることは當然である。從って日本敎育の 

檢討再建が叫ばれるのも必然であって.中等 

學校に於いて、長い間過當に評價されて來た 

英語科に對し正當な評價を與へ、正常な地位 

を與へようとすることも、時の流れとはいへ 

負實にH木の爲を考へる人々の心からなる叫 

びである。

力、くの如く考へ來る時、中等學校に於ける 

英語科に對して何程炉の縮減を行ふのは正し 

い輿論であると斷じてよい。ただ其の程度は 

時代及び環竟が織りなす各學校の事情が之を 

決定し、或は現狀を維持し、或は、漸次縮小 

を試み或は斷然之を竅することにならう。こ 

れが日本敎育に於ける英語科の運命である。

かつて治外法權の撤廢、對缚條約の縦結に 

よって日本は獨立國たるの體而を獲得した。 

次に外國誌から、開放されることによって内 

面的に實賈的に眞の獨立國を完ふするものと 

言へやう。卽ち國語の對等を主張する所以で 

ある〇

然るに-・方に於ては交通產業の發連と共に 

益々國際協調を必要とされてゐる。國語の對 

等權を主張しながら國際協調を說く 見 

二律背反の如き主張こそ完全なる國家の叫び 

であるとすれば、其の解決の鍵はどこにある 

力ゝ。其の鍵こそ國際語である。中等學校にお 

ける英語の退却は同時に國際語の進出でなけ 

れば意味をなさない。

戏際霜については.私は適任でない、別に 

詰る人がある。ただ吾人の^^張は「日本人と 

は日本晤で.外國人とは或際語（卽ちエスペ 

ラント）で」といふのであるが其の詳細は玆 

には略す。

以上簡單ながら、英語科の根本問題を諭じ 

英語敎授硏究所の人々の談議に關しいささか 

疑義を述べて拒敎を乞ふ次第である。
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女學生ざ外國語

飯塚高等女學校敎譲片!1! 政子

この度ラ•レヴォ。オリエンタ紙の依頼に依 

る中等學校語學問逸とエス語なる論題に對L 
私は高等女學校に奉職Iている關係上專ら女 

學校語學問題とエス語に就て述べて見たいと 

思ひます。この四月より東京府立第六でエス 

語を正科にお入れになった事を「エスペラント」 

誌上で知り非常に心强く感じました。私個人 

の希望と1ては現在私の學校に於ける英詰敎 

援時間數一週三時間より割り出1てエス語ニ 

時間を志望するものには英語一時間。英語ニ 

時間のものにはエス語一時間のニクラスを作 

り、生徒をして自由に選擇させて語學》总力の 

增進を圖ることは可なり理想的なものではな 

いかと思ひます。もっと時間があれば更に結 

構ですが他の學科數が多いため普通の高等女 

學校に於てはこれ以上の時間は許されないだ 

らうと思ひます。高等女學校に於ける英語廢 

止が可なり喧しく問題化され外國語敎育賛否 

は區々として容易に妥協されさうもありませ 

んが外國文化が世界化そうと1ている今臼男 

女を問はず一定の外國語の修得は今日のII1界 

人としての常識であると思ひます。英語發止 

を双手を擧げて賛成1ていられる方の中御自 

身の敎授に生徒の理解に困難なる英語を往々 

使用される事は何を意味するのでせうか。

中等學校の頃は知藪欲の旺廉な3寺ですから 

敎授者が最も効果的な新しい敎授法を以って 

生徒の晤學力をのば1引いて最新の知識を彼 

等に吸收せしめる事が最も親切な方法ではな 

いかと思ひます。ではエス語を何のH的で中 

等學校の正科に入れやうと企てるか

I. 槪匚て女學校に於ては卒業後上階學校 

に進む渚が少數ですので卒業後家事に從事す 

る者の爲に比較的少ない時間で理解容易な工 

ス語を以って外國語の知識を與へ彼等の見識 

を髙めしめるため。

II. 高女程度ては漸次普及されつつある英 

語以外の外國語を硏究する事は絕對に不可能 

なるため多分にこれらの國語の含有せるエス 

語を敎へてそれ等に對する豫備知識を與へ□ 

國際意識を高潮せ・めるため。

次にエス語敎授がどの點英語の理解を助け 

る力、

1・ 容易なるエス語の學習に依ってエス語 

會話通信に慣れむめ引いては英語の學習に對 

する興味を助長する事が出來る。

II.エス語中に於ける英記の含有率が多い 

ため英語の理解を促進する事が出來る。

ではエス語敎授が英語よりも容易に思はれ 

る黜に就て述べて見よう〇

I. エス語の發音が英•語よりはるかに容易 

なること。例へばエス語は一字一晋なるに對 

I英語は然らず。

II. 文法が簡單砂.瞭なること。例へばエス 

語は品詞語尾の變化が一定せるに對I英語は 

不規則なるもの多匚。

借英語敎師がエス語を學ぶ事は容易である 

から英語敎師は率先Iて學び且敎援すること 

は生徒の指導上羽ま・いことだと思ひます。 

最後に私の意見としては今後上階學校に進む 

者には英語敎授に重黯を置きそうでない者に 

はエス語を主と1て敎授む婦德涵畫の一助と 

1たいと思ひます。以上。・

英語は國際語だとよく云ひますが、ヨ 

-ロッパへ參って國際會議に出てみます 

と・フランス語ならば確に國際語だとい 

ふことが感じられます。けれども 

Broken Englishではフランス語の樣に 

判ってもらへない。そのためずゐぶん肩 

身のせまい思ひをしたのでした。私が英 

語を使ふ程度のブロークン程度でもフラ 

ンス語な以ばこれは堂々とやってのけら 

れます。…（束京朝日前田多F恢談——第 

一囘言語問題座談會速記より拔萃轉載'）
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英語敎師がエス語を受入れ難い諸點

御質問に對して勝手な順序で、勝手な項に 

就て返事をさせて頂きます。

英語敎僦はエス語敎佈に滴するカ、本誌で 

金澤商業の菅野敎諡が一再ならず英語敎師に 

エス語の必要を懇々と說かれ.英語敎師を工 

スベランチスト化する事の困難を述べられて 

居ますが、私も一英趣師として常々その因 

,難を痛感してゐながら未だはっきりした打開 

の路を見出し兼ねてゐる者です。

英第敎師がエス語を受入れ難い最大理由と 

Iて次のやうな事が考へられませう。

その第一は英語そのものが地方的だといふ 

事です。dogやcatが濟むか濟まない內に 

直ぐぶつかるものは英國といふ土地に附屬し 

た地方色です。地理、歷史は素より、住戻特 

有な習慣、これはただ習慣と一口には云へぬ 

複雜性をもってゐるので、之を呑込むにはそ 

の土地に生れ、その土地の家庭に育ち、その 

土地に住んでゐなくては本當に分らない。そ 

れに彼缭の考方の基調をなしてゐる宗敎、傳 

統、傳說、童謠、童話等も知らねばならない。 

優良な敎師であればある程ゝ硏究心が盛なれ 

ば盛なる程、非常に地方的な硏究に迄入つて 

行かねばならないのです。だから優良な英吾 

敎肺たらんためIこは英國人以上の英勇人にな 

らねばならぬと云っても甚1い誇張ではない 

'でせう。

もう一の困難は背後に生活問題が伏在して 

ゐる事です。一人が死なねばーの空席が出來 

ない迄に詰まってゐる就職難、每年續々と出 

て來る新進氣銳な候補者の大胖集、その上最 

近問題に上ってゐる學年や授業時數を短縮L 
て効果を現在以上に高めると云ったやうな企 

等は英語敎師を騒って益々局部的な硏究と氣 

持に導くのです。そういふ,狀態に置かれた者 

力、ら見るとエス語は閑人が閑潰しにやる位に 

Iか見えないのです。

我々旣にエス語をやった者から見オしばエス 

語の學習が英語の學習なり、敎授なりに非常 

に役に立つ事は分りきった事にせよ、未だや

芝中學校敎諭佐々城佑

らない人にとっては、そんな漠然とした、脇 

式のどっちつかずの人造語Cとより彼には思 

へないでせう）よりヽ少1でも餘裕があれば 

古代英語なり佛蘭西語なりをやった方が利益 

だと思ふでせう。それにエス語はどんな取語 

と比べても比較にならぬ容易な言語であるに 

せよ、少くともーニケ月は沒頭しなければな 

らぬ。此の餘裕C時問より寧ろ頭の）が英認 

敎師にはないのです。

言語上の利益といふ點を離れて、次の世の 

言語C國際語又は世界語）としてエス語を習 

得すると云ふ事は我々エスペランチストにと 

っては、眼前に迫ってゐる緊急な問題で、此 

中に我々を騒•って絕えず前進させるものを見 

出しますが、彼等にとっては現實味のない迂 

遠な空想としか映吟ないのです。

以上英語敎師がエス語を受入れ憎い悲觀材 

料を並べて見ましたが、英語敎師を獲得する 

審老にもと思って書いて見たのです。

尤も上述の對象とIた英語敎師とは攻舉心 

の强い卽ち英語だけで手一杯の人々を指した 

のですが攻學心のない部類の人々本職の英語 

も碌に硏究しない人々はエス語の問題を持つ 

て行ても、てんでハナさへひっかけない連中 

でせう。 .

かう英國に局限された、世界といはず歐洲 

にさへ眼を向ける餘裕のない英語敎師がエス 

聒敎師として絕望かと云ふに、强ちそうとは 

斷言出來ないと思ひます。英語科が廢止にな 

らない迄もエス語を職業的にやれると云ふ時 

になれば、自然地方的な鑽から解放され、こ 

れ迄英語から得た言語學習の素養なり、敎授 

法なりが直接役に立って來ませうから、全く 

敎授法や言晤學習の苦汁を嘗めない人々より 

は遙に勝れたエス語敎師となる事が出來ると 

思ひます。

中等虔校に於ける外國語の,徑 英、佛、 

露、獨、伊、支等の諸外國語を中零學校の課 

程に入れる事は望ましい事でせう。習った言 

語が所誰「役に立つ」か立たないかは別問題と
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中等學校語學問題ミエス語

メ切が迫って時間がないし、僕は中等學校 

で英語を敎へた經驗もないので、簡單に自分 

の感じた事を述べよう。

中等學校の語學として英語エス語併用がよ 

いか英語のみがよいかと云ふ問題については 

一年から三年位までは、エス語のみがよいと 

思ふ。小さい子供に始めからむづか1い英語 

（佛語、獨語は尙更）を敎へることはザンコク 

であるI、エス語から入った方が少い勞力で 
1書多くの効果が得られると思ふ〇

中等學校で外國語は必要か? 僕の考へで 

は現代の日本に於ては明治の初年と異り、外 

國語は一般國民にとってそんなに必婆でない 

と思ふ。又、一方から云ふと、語學のオはそ 

んなに普遍的なものではないから、少數のオ 

能あるもののみがやるべきである。然しゃる 

とすればなるべく早く始めた方がいいから. 

中學校からやるのか;T度よいと思ふ。だから 

中學校では外國語は随意科にするがよいと思 

して、これ迄に想像も匚なかった樣な瞪系の 

言語に接する事は、ただに視町を廣げる許り 

でなく言語的に日本語の上にも反射するでせ 

うL、又諸種の利益を伴ふでせう。ただ現寳 

の問題と1てはゝ經費から見た丈けでも實現 

は覺束ないでせう。 *

エス語、英寿が中等里校に採用される場合 

エス語、英語を同時に始めるより、最初の二 

年間程エス語をびっしり、及］在英語に費して 

ゐる時間數丈け課し、エス語の基礎を頑丈に 

築上げる事が必要でせう。ニケ年のエス語學 

習で歐洲語の組織を吞込む事、エス語と共通 

の英語の語根を千以上覺える事はさIて困難 

ではないと思ひます。かう云ふしっかりこた 

エス詰の基礎が出來てゐれば、英語はあとの 

三ヶ年（四年制が布かれて、殘二年丈になっ

上智大學佛語調師田沼利男

ふ。語學の才能のあるなしはエス語を一、二 

年敎へてみれば一番よく判る。

高等女學校でも隨慰科にしてよいと思ふ。

高等程度の舉校でも晤學は隨总科にしてよ 

からう〇現在のやうに語學の才能のない學や 

にも一樣に第一外國語第二外國語と云ふペラ 

ボ-なものを强ひるのは愚の骨頂だ。

最後に佛語敎師として感じた事を少匚。佛 

語は英語に比べると可なり面倒な複雜な言語 

であるが、エス語から入れば非常に樂に出來 

る。英語をやって佛語をやるよりも、エス猜 

をやって佛語をやる方がずっと樂だらう。此 

の总味条ら云って、佛語の硏究を志すものは 

先づエス語をやるべきだと思ふ。エス語をや 

ってから外國語（英佛語に限らぬ）をやるこ 

とは丁度デッサンをやってから繪の具を使ふ 

やうなもので、最も自然な無理のない道筋で 

あらう〇

ても）一週五六時間の舉習で現在の中學卒業 

程度の實力を得る事は寧ろ容易な事でせう。 

そしてエス語の方は英語と並行させて、週ー 

時間も續けて居れば中學を出る迄には立派に 

孩用の域に逹匕ます。

髙写爲!护の語舉エス語カ:中等學校の唯一 

の語學となったと云ふ愉快な假定の下に於 

て、高等學校の科目も凡て日本語かエス語で 

出來るなら格別、現今通り夫々の外國語で讚 

まねばならぬ場合、その調節策としては、髙 

等學校の最初の一二年を各科目に臣要な外回 

語に充てればそのー二年の學習丈けで現在や 

ってゐる英語の程度迄には樂に追付けると想 

像されます。・

高等女學校の外語問題 女だから外國語は 

不要だなどと云ふ議論は難しく分り兼ねます



258

エス語講習をうけて感じ仁こ

咋年四月我々可五十二名が金澤商業に入學 

した際ゝ一年生の英語受持の先生で・乂非常に 

熱心なエスペランチストでゐられる营野先生 

より、エスペラントに就て色々の御話を承は 

リ英語を學ばうとする者は先づエスペラント 

から始めなければならないと言はれました。 

間もなく先生はエスペラントの講習命を開か 

れやうとして、その會員の募集をせられまし 

た。その時、152人の一年生の中100人まで 

はそれに應じました。然し此の講習會も何所 

の講習會にもある例にもれず、講習生は段々 

と減って、缪期末にはやうやく 25人程にな 

り.二學期の始めに戈新に募集したのがその 

終りには三分の一位に減じ.更に三學期に入 

って募集した者も段々に減って今では最初か 

らの講習生も全部一緖にしてやうやく 25人 

位の會員を持ってゐます。

私はエスペラント講習會の盛にならないこ 

とについて或る時以前我々と一緖に議習を受 

けたことのある學友Aに尋ねたら彼は「成 

程先生の言はれる通にエスペラントは英語よ 
りもずっとやさしい。然しエスペランI、の何 

所が一體英語の爲になるのか。それは何にも 

英語の爲にならないのみならず、英語と同時 

に習ふと兩方混同してかへって英語が分らな 

くなったから止めた。」と答へた。乂 Mは 

「僕は米屋の息子だ。どうせ米屋になるんだか 

ら英語は要らぬ。だから僕は英語なんかどう 

てもいいと思ってゐる。その英語の上になほ 

エスペラントなんて思もよらぬ爭だ。」と言っ 
た。又Fは「君のエスペラントに對する努 

力を英語に用ひたならば英語は一府よく分る 

だらう」と言って吳れました。その外色々と 

言って吳れる者がありましたが.皆我々の運 

動に對してよく思ってゐないらしい。

A君の言ふ樣に、エスペラントは何尊英語 

の役にたゝないと言ふのは.或は本當かも知 

れないと始めに思った。然しょく考へて見る 

と丁度父母の恩や、稻を作って吳れる百姓の 

恩が餘りにも廣大なる爲に我々が平出氣付か 

ないやうにヽエスペラントが英語の習得を助 

ける恩が餘りにも廣大なる爲に彼等は氣付か 

なかったのではなからうか。その證據として 

僕は英語に對して他の者逹がいだいてゐる程 

困難な課Hだと思ってゐない。他の者達が英 
語の考査に向ふハ卷をして、うんうんうなっ 

てゐるのに比べると.僕はそのやうに苦しい 

思をせずに濟んだ。之はきっとエスペラント 

の誰習を受けてゐる爲でなからうか。艾エス 

語と英語の混同は、或はうっかりするとする 

かも知れないが.之も各自の努力と各自がそ

金澤簡業學校生徒 越野 芳雄

れぞれよく氣を付けることによって絕對に混 

同しないやうになると思ふ。X Mの樣に英 

語は知らなくてもいいと言ふ考は■此の學校 

に學ぶ者の七割までは皆そう思ってゐるだら 

う。然しそれこそ愚の至りだ。大きな造物の 

神の造られた此の大宇宙間の事を、小さき人 

間共がどうして来來の爭までも知る事が出來 

やうか。卒業後如何なる變化によって英語を 

必要とする業に就かねばならないかも知れな 

い。若し英語が要らないとしても、他人が之 

に對して努力してゐる時自分丈が遊ばないで 

同じゃうにやって置けばよいではないか。英 

語排斥なんてことは今後英語の廢れた時なら 

とも角.今Hこの樣に英語が世界の商業界に 
虫きをなしてゐる咤ゝ他□實業界に立って雄 

飛しやうとするものにとっては要らぬお世話 

だ。又Fの言ふ樣にエスペラントをやめて 

英語に專念しなくても、口分はエスペラント 

をやりながら英話に就ては先生の言はれたこ 

とはよく分る。エスペラントに對する之位の 
努力で他阈の同志から色々爲になることを知 

らして貰って知識の習得に人に役立つのにど 

うして止められよう。

今後エスペラントを中等學校の初年級に英 

語の補助として課するならば始め一年、或は 
一年半だけ徹底的にエスペラントのみを敎へ 

て後で英語を始めるのが双方一緖に課するよ 

りもよいと思ふ。何故ならば、双方一緖に課 

するならばヽ一部分の尘徒に對してはきっと 

Aのやうに混同する恐れがあるだうう。

以匕一年四ヶ月間のエスペラント溝習に於 

ける僕の感想でありますが、エスペラントが 

英語に對してどれ丈の援助となるかをよく確 

める爲には、僕は身將と精神を各々二つ用意 

して置きたいと恩ふ。卽ちー方は最初にエス 
ペラント总やってから英話をやり,他方は最 

初から英語丈をやって後で此の二つを比較し 

て見て始めてはっきり知る事が出來ると思ひ 

ます。

いづれにしてもザメンホフ博士がエスペラ 

ントを別造したのは、英誌其の他の外阈語笛 

得の便宜を計る爲でなく、世界の平和を計る 

所に目的があるんですから、我々は今では工 
スペラントを英語習得の爲に利用するなんて 

小さな考を捨てゝ、大いに外阈通信をやって 
他國の同志と固く手を握ってその目的達成の 

一助とせねばならないと思って居ます。そし 
て又之がザメンホフが我々に殘していった故 

高、最大の使命ではなからうかと考へてゐ! 

す。
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英語敎授は

「英葫は外國語入門として適せず」「五年間 

通じて英語を敎へるより先づエスペラントを 

一年なり二年なり敎へて後英語を敎へた方が 

遙かに英語敎授そのものの效果を擧げ得る」 

「これが拾數年にわたる英語敎師としての自 

uの經驗の敎ふる處である」。本文は此の所見 

を槪說してみたものである。

第一部發音に就いて

1. 母音に就いて

一年生の英語の授業に於て一番困る事は發 

音である。然も母昔の發音である。ロ本語に 

於ては“アイウェオ"の五つしかない。英諮 

に於ては “ i：,i, e, se, a:, 〇, □!, u, u：, a, a：, a, 
ei, ai, au, oi, ou, £9, u。,io,"の二十個ある〇 

''外跋語發音型習の困難はチ音ではなく,母 

•音にある。例へば英語のbard （ba：d）, bird 
（b9：d）, bad （baed）, bud （bAd）, bite （bait） •••な 

どの母音は我々日本人の耳には皆“あ”とし 

か嚮かない。先天的に“アイウェオ''の五つ 

の區SIJしか出來ぬ日本人が此等の發音を區別 

してやる事が果して本當に出來るだらうか。”

2. 英語は子音本位C日木語は母音本位） 

その上日本人にとって英晤學習の困難は日

本語が再晋本位の言語であるに反し、英語が 

子音本位の言諮である事である。''ン（=n）" 
を除き日本語では子音で終る綴りはない。隨 

って初步の英學生が母音を境離して子音だけ 

號音する事に困難を感ずるのは無理がない。 

That is a dog.これを一年生が發音して“ザ 

ット イズ ア ドッグ"（伎atto izu a zdcggu）. 
敎師が如何に喧しく直しても直し切れたいの・ 

は無理电ないと思ふ。それで中等學校に於て 

第一學年の授業に於て毎年第一學期の授業は 

殆んど無駄になる實狀にある。英語の發音が 

□本の子供には餘りにむづかし過ぎる處から 

基本的な發昔の練習に殆んどみ期の全部を使 

ひ盡さねばならない。然も一月半のさ中休暇 

の爲に生徙はもと通りになって歸校する第二 

學期の初めに再びphonetic drili（基本的發

エス語から

金澤商栗學校敎談菅野祐治

音練習）を繰返さねばならないC

3. アクセントに就いて

更に困るのはアクセントの事柄である。英 

語に於ては其の所在する箇所が實にまちまち 

である。某氏の英語發音敎科書に「アクセン 

トが何處にあるかを知る事は仲々難しい。そ 

れに就いて大體の法則を立てる事は出來るが 

寧ろ备々の語を幾回も發音練習して無慰識に 

止しく發音出來る様になるのが最も好い方法 

である。」と。成程アクセントを敎ふるとして 

はそれは好い方法かも知れない。然し何萬と 

ある英語の單語の一・つ つに就いて“無意識 

に正しく發音出來る樣に"幾冋も發音練習を 

なすべく.私の生徙は餘りにも怠惰である。 

否、そんな無駄な那に貴币な彼等の精力を消 

耗せしめてはならないのである。

4. エス語は一字一音、一音一字。英語は 

その反對。

發普學上から觀て言語の理想形態は云ふ迄 

もなく 一字一音、一音一字だ。卽ちーの文字 

の發音は二通りはなく、又一の音を表はす文 

字は一つしかないのが本則だ。此の點から觀 

て英語は實に“ I比界锻惡の凰詰"である。 

例へばaと云ふ一文字はcame （kcim）, cat 
（kset）, cali （ko：l）, father ffalSa）....など 

と多樣に發音される（卽ちー字多音）又fも 

Phも同音を表はす。

やと6も同音（卽ちー音多字）。だから英語 

では一々字引を引いて先づ發音を調べねばな 

らない。（それを生徒がやらないからあの樣な 

天下一品の發音になるのだ!ゝ。工れ位不合理 

な事はない。元來綴りと云ふものは讚む爲に 

書綴ってあるのだ。それを綴ってある通りに 

讚んではいけないと云ふのだかしこれ位不合 

理な事はない。だから生徒に發音を喧しく云 

ふと綴りがおろそかになる。

ふと發音がおろそかになる。全く無理もない 

話である。“little”と書いておいて“リッ 

トレ''と讃むな。“wolf"と書いておいて 
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4< wolf ”と讀むなと云ふ。若し“Oitl“ wu- 
lf"と讀ませたいのなら初めか□そう綴って 

おくべきだ。目の前にぼた餅を見せつけなが 

ら喰べてはいけないと云ふ。喰べさせたくな 

いのなら初めから見せぬ事だ。母の先に見せ 

つけながら喰べてはいかぬと云ふ。賞に英語 

敎師とは殺生な事を云ふ者である。サイレン 

卜C發音しない文字）にしても亦然り。

實に厄介な“代物''と申す外はない。 

第二部文法に就いて

一般に云はれる處によると英語は發音は難 

しいが、文法は簡明で分り好いとの事である。

然し仔細に調べてみると英語の文法程樣々 

の繁雜さと不合理が山積して居る.随って分 

り難いものも少なからう〇

1・疑問文及び否定文の作り方に就いて

初步の英學生が最も困難を感ずる出の一つ 

は、英語に於ては、狀態を現はす動詞（state 
verb）と動作を現はす慰詞（action verb）とで 

疑問文■否定文の作り方が違ふ事である。卽ち

a.疑問文に於て

state verbの堤合C動詞が主部の前に出 

て换問文を作る）

Am I ? Are we ?
Are you ? Are you ?

he?]
Is she ? / Are they ?

辻?）
action verbの場合C文の先頭にdoなる 

助服'詞を付けて礙問文を作る。語の順序に變 

化なし。）

Do I like ? Do we like ?
Do you like ? Do you like ?
.（he ）

Does * she（like ? Do they like ?
lit丿

b・否定文に於て

action verbの場合Cdoなる助動詞を持 

ち來りそれに否定詞notを付す;）

I do not like. We do not like. 
You do not like. You do not like・ 
He ]
She（ does not like. They do not like. 
It丿

state verbの場合（動詞の後に直ちにnot 
を付す）

I am not. We are not・
You are not. You are not.

He ]
She} is not. They are not.
it J

一見何でもない事の樣であるが、實はそう 

ではない。初學者は贲によく誤をおかす。無 

理もない譯だ。第一日本語ではこんな區別は 

全然ない。假に疑問文であれば動詞が何であ 

らうが、文の終りに“か''と云ふ字を付け 

たらもうそれで好い。事實またそれで好いの 

だ。狀態を現すから動作を現はすからと云っ 

て區別しなければならないと云ふ、何等本質 

的な理由はないのだ。動作に關係のある“ do” 
なんて助動詞を使ふから窮屈になるのだ。此 

の點エス語が文の先頭に'它が'なる語を付 

けたらそれで直ちに疑問文となるとした事は 

至當な爭である。

丄L又實際に於てstate verbとaction verb 
との區別が極めて判偻しないものがある。卽 

ち''所有”を現はす“have （持って居る）" 

がstate verbとして扱はるるに對し、know 
C知って居るlive （住んで居る）,like （好い 

て居る）、等の動詞がaction verbとして取 

扱はれて居る。一體“知る'；“住む''，“好 

む"，てどんな動作かと云ひたくなる。然かも

How many terms do you have in a sch- 
ool year?
なる文章が大きな顏して敎科書の中に出て來 

るに於ては我また何をか云はんやだ。

2.第三人稱單數現在形に就いて•

英晤に於て第三人稱單數現在に於て動詞の 

語尾にsを付ける事は日木の英學生には見落 

し易い事柄である。然し考へてみれば無理も 

ない爭と思ふ。日本語に於ては斯樣な規!!IJが 

ないのみならず・そのsを付けなければなら 

ない理由がはっきりしない。若し第三人稱な 

るが故に何等かの變化を必耍とするなれば第 

三人稱複數に於ても同樣に何等かの變化に出 

づべきであり、又第三人稱單數現在に於て變 

化が必要なれば第三人稱單數過去、未來に於 

ても何等かの變化を必要とすべき筋合だ。光 

づstate verbに於て現在に於てはI am, You 
are, He （she,让）is,と總べて動詞の形が違 

ふ。然るに過去に於てはI was, You were, 
He wasと一人稱,三人稱は同形であり、未 

來に於ては I shall be, You will be, He 
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willbe,と二人稱、三人稱は同形である〇又 

action verbに於ても現在He stands up;過 

去 He “ stoods ” up;未來 He " wills " stand 
up.とはならない。若し第三人稱單數でも過 

去未來に於て何等の變化に出る要なきものと 

すれば同樣に第三人稱單數現在に於ても何等 

變化に出づる必要がないではないか。特に第 

三人稱單數現在に於てのみ語尾變化を必要と 

する理由を遂に發見するを得ないのである。

次に助動詞doesに就いて

He dose not speak Esperanto.
Does he speak Esperanto ?
上二文に於けるdoesは理窟を云へばdo 

で好かるべき筈である。元來助動詞なるもの 

は數、人稱の如何にかかはらず常に同一なる 

べきものである。第三人稱單數だからと云っ 

て Ile —cans " speak. He “ musts " speak. 
とは云はない。然るにdoに限ってdoesと 

變化するのは如何。要するに誤りである。do 
には動詞のdoと助動詞のdoとがあり、動 

詞のdoは第三人稱單數に於てdoesと變化 

する。それに引づられて助蚁詞のdoもdoes 
と誤ったものとしか考へられない。

3. 過去形に就いて

前述の如く狀態を現はす動詞beは現在に 

於ては第一•人稱單數の時］まam,第三人稱單 

數の時はisである。然るに過去に於ては第一 

人稱單數、第三人稱單數共にwasで、區^が 

ない。若し現在に於て區別の要あるものなれ 

ば過去に於ても區別の要あるべきであり、若 

し過去に於て區別の要なきものなれば現任に 

於ても區別の要なかるべき譯のものである。 

此の般エス語に於て現在なれば數、人稱の如 

何に拘らずestms,過去なれば同樣數、人稱の 

如何に拘らずestis,未來なれば同樣estosで 

あり、この方が合理的でもあり簡単でもある。

4. 未來形に就いて

未來の意味を現はす助動詞（ま第一人稱では 

shall,第二第三人稱では wil!である。だか 

ら疑問文に於てほShallI? Shall we?; Will 
you? Will he? Will they?となるべき筈で 

ある。C何故なれば總べて助動詞を含む普通文 

より疑問文を作るには單に其の助動詞を主部 

の前に出せばよいのであるから）然るに實際 

に於てはそうではなく、Shall you?と云ふ 

形を第二人稱單複數に於てとる。若しYou 
willのその儘逆になった形卽ち Will you? 
となると、第:人稱の意思を尋ねる形と云ふ 

全然違ったものになる。甚だ妙な事である。 

然も更に妙な事は第一人稱と第二、第三人稱 

の未來の意味を現はす助動詞が誤って逆に用 

ひられると卽ち・

I wiU, We will,
You shall, You shall,
He shall, They shall,

單純なる未來ではなく、實に飛んでもない 

意味になる事である。實におつかない次第で 

ある。I shall dieがI will dieになったり、 

You will die が You shall die になった. 

り實に以て物騷千萬な事である。

5. 假定法に就いて

英語の學習に於て學生が晨も困載を感ずる 

事の…つは假定法の學習である。卽ち時の如 

何によって次の如く文法形式を異にして居る

I現在の事實に反する假想を現はすには 

Subjunctive past を用ゆ 〇

If he were here now, he would defend us. 
If I had much money, I should be happy. 
II過去の事實に反する假想を現はすには 

Subjunctive past perfect を用ゆ〇

If I had gone there, I might have been 
killed.

If I had been well enough, I should have 
gone ・

然るにエス語に於て（ま英の時を異にするの 

故を以て假定法に二通りがない。抑々假定法 

は事實の裏で、事實の“時''は話中の“時”に 

よって定まるものである。例へば昨日の會合 

の話をしてゐて“彼が居たら,Se li estus 
と云へば過去の事實の裏であり、戈今現に會 

合中であってそう云へば現在の事實の裏を云 

って居るのである。だから時を異にするの故 

を以て方法形式を二通りにしなければならな 

い必要はないと思ふ。

6. 不定寇詞に就いて ・.••一:

エス焉には所謂不定疑詞なく ＞定冠詞la 
があるのみである。英語の不定冠詞aは不必 

要なしろものである。若し不定を示すものな 

ら複數にでも同樣にa booksなどと付すべー
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きであり、又若し單數を示すのみの役なれば 

名詞自身の單複數の形がある以上、正に蛇足 

である。 •

It is a big book,然るに It is a my book. 
It is my a book.とは云はない〇然し共に形 

容詞と云ふ意味に於てはbigもmyも何等 

變りはしないではないか。又!t is a very 
good book. What a good book it is!と云 

ふなれば !s it a good book ? What a book 
is it?と云ふべき筈ではないか。兎に角英語 

のaは不可解なる“しろもの”である。

7. Many, mucbに就いて

複數とは數へ得る有形普通名語に限った語 

で.數へられぬ物質名詞や抽象名詞には複數 

形は元來ないのである。從ってエス語に於て 

multaと單數形なれば"多最”,multajと 
複數形なら“多數”の意。英語に於て多量= 

mucb,多數=manyと別な形容詞を用ゆる 

事は“無くもがな''な事である。

8. 代名詞の格の變イ陂び目的格に就いて

I.英語の代名詞の格の變化は次の如く極 

めて不完全である。爲に時に文意がまぎらは 

しい事がある。

I my rne
you your you 主格 目的格同形

he bis him
she her her 所有格目的格同形

it 让s 辻 主格 □的格同形

エス語に於ては所冇格は主格の語尾に

「I的格は“n”を付ける。極めて簡單、然も 

はっきりして居る。

II. 英語に於ては第三人稱に於て“自身'' 

を示す代名詞（エス語に於ける“siつ が無 

い爲にかかり工合がはっきりしない事がある

John went with Peter and his brother. 
に於て"his brother”が Peter の brotber 
かJohnのbrothe厂かはっきりしない〇工 

ス語であればはっきり分る;

Johano iris kun Petro kaj lia frato.
Johano iris kun Petro kaj sia frato.
III. 英語に於ては代名詞に目的格の形があ 

るにも拘らず名詞に目的格の形がない。これ 

は極めて妙な事である。

He is a boy. This is his book. I know him. 
Frank is a boy. This is Frank s book. 
I know Frank.

又“私はエス語土話す''

—► f
I speak Esperanto. Mi parolas Esperanton・ 
上記二文中何れがより合理的なりや。云は 

ずして明らかならむ。

9. 間接叙法に就いて

日.彼は父カ滿須賀市に住んで民ると中 

しました。

英・He said that bis father lived in 
City Jokosuka・

エス.Li diris, ke lia patro loĝas en Urbo 
Jokosuka ・

英語では主文章が過去なら從屬文章も無條 

件に過去にするが、エス語では“現在住んで 

居る''と云ふのだから“logas”と現在形を 

用ゆる。此の方がより論理的でもあり、日本 

語にも近い。

10. as .... asに就いて ・

The River Shinano is as long as the 
River Isbikari.

The River Shinano is noi so long as the 
River Ishi kari.

上例の如く英語では

肯定の時as .・・as,否定の時so・・.as,
と云ふ風に違ふ。然し、旣に否定詞notが 

ある以上その上更に區別する必要は少しもな 

い。故にエス語では肯定否定とも同じである。

Rivero Ŝinano estas （ne estas） tiel longa 
kiel Rivero Iŝikari・

11. 疑問詞whereに就いて

Where are you going ? C何處へ）

Where do you live ?（何處に）

上記二文に於てwhereの意味が違ふ。先 

の文は論理的に正しく云へばTo where are 
you going?と云はねばならないのである。工 

ス語に於てば此の場合次の如く區別する。

Kien vi nun iras ? {Al kie vi nun iras ?） 
Kie vi loĝas ?
12. 分詞形に就いて

I.英語では“發動現疔、C動詞+ing）”, 
“受動完了、C動詞+ed）”の二分詞しかない。 

然るにエス語に於ては次の六つ

現行c現在う完了（過去）未然（未來）

-ant -int -ont
-at -it -ot .；

其の結果エス語なら非常に簡單に云へる事 
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が英語ではそう簡單には云へない。

Mi .estas skribanta la leteron. Q am 
writing the letter.）

Mi estas skribinta la leteron. （I have 
written the letter.）

Mi estas skribonta la leteron. Cl am 
going to write the lette"

La letero estas skribata de mi. （The 
letter is being written by mej

La letero estas skribita de mi. （.The 
letter has been wiitten by rne.）

La letero estas skribota de mi. （The 
letter is about to be written by me.）

更に英語では現在分詞が形容詞である場合 

と名詞である場合とがあり、まぎらはしい。 

尤も名詞の時は、現在分詞と呼ばず、gerund 
と文法上特別な名稱はあるが、形に於て同じ 

事である。

He is reading. C形）、 Ile is fond of 
reading.（名う。

He is speaking.（形Ĵ、He is tired of 
speaking. C名九

II.尙又次の例において

Promenante sur la strato, Ii falis・
Trovinte pomon, mi ĝin mangis.
上はfalisした時にはpromeniして居た 

ので現在分詞を使ったが、下はmanĝiした 

時にはtroviし終って居たから過去分詞を便 

英語で書けば ヽ

Walking in the street, I feli.
Having found an apple, I ate it.
何れが分り好いか云はずして明らかである

13. inとintoに就いて

The man jumped into the pond・
此の場合“into"が“in"ではいけない。 

inは靜止狀^を現はし、運動狀態を現はすに 

は“ into”を用ひるのが普通だから。然るに

Again he jumped in.
此の場合“intoではいけない。“into" 

は前置詞で副詞ではないから。副詞の意味を 

併せ有する“in'・を用ひねばならない。少 

し妙ではないか。

14. 前詞に就いて

英語に於ては或る名詞の前に使用される前 

遗詞が定まって居て、どうにもそれでなけ 

.ればならない。

太陽は束からのぼり、西へ沈みます。

The sun nses in the east, ana sets in 
the west, 其他 in the morning （evening）,

at noon （night）
on （day）, in （month）, at （hour）
in the ground, on farm, in the sand, in 
the knees. C砂の上で，膝の上で）

15. 一字一意、一意一字に就いて

言語の理想としては單に一字一音、一音一 

字であるのみでなく、一字一意、一意一字で 

ありたい。此の點から觀てエス語は遙かに英 

語に優る。と云ふよりもそれ程英語の單語の 

意味は多種多樣だ。例へば“ capital"と云ふ 

字は如何.kapitelo （柱頭）、ĉefurbo （首府） 

kapitalo （資本）、majusklo （ス:文字）等、其 

他一寸思付く丈でも

"succeed "; sukcesi （成功する），sekvi （繼 

承する）

"ask"; demandi （尋ねる），peti （頼む）

"second ''; dua （第二の）,sekundo （秒:）, 

subteni （後援する）

"industry " ; industrio（工業），diligenteco 
く勤勉）

"fast ” ; rapide （速 く ）, profunde C く つi" 
り?, fasti C斷食す）

“large ; granda （大きな）,libera （自由な） 

等々枚擧に遑あらずと云ふのが本苗である。

16. 語の配列の順序に就いて

英語には動詞に命令形と云ふ特別な形がな 

い。それで命令文に於ては通例主部を省略し 

動詞を先頭に置く 〇だから動詞の位置が固定 

する。又名詞にH的格だからと云って特別な 

形がない。斯樣な次第で單語の配列の順序は 

自由と云ふ譯には行かぬ。然るにエス語に於 

てはそれが自由に出來る。云はんとする氣分 

を充分よく現はす樣又口調の好い樣に單語、 

を並べれば好い。此の事柄は我々が自國語な 

らぬ''外國語''を話す上に如何に便利であ 

るか蓋し想像に餘るものがある。

“孑供が犬を打った''次の樣に並べ得る。
\)z \
7
 
)z 

\J/

(l
(2
(3s
 ¢

(6

Infano batis hundon. 
Infano hundon batis. 
Hundon infano batis.
Hundon batis infano.
Batis infano hundon.
Batis hundon infano.

12 3
1 3 2
3 1 2

2 13
3 2 1

2 3 1
17.造語法に就いて
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エス語に於ては獨特の語尾變化Iこよって、 

又數個の接頭字、接尾字によって一の單語か 

ら多數の單語が導かれ得る。卽ちエス語を除 

く一切の言語に於ては一つの單語を覺える事 

は唯其の單語一つを覺える事でしかないのに 

エス語に於ては一つの單語を覺える事力;どれ 

丈の單語を覺える事になるか分らない。

a.喜び（名詞）* gojo
喜ばしいC形容詞） goja 
喜んでC副詞） goie
喜ぶC不定法） ĝoji
喜んで居るC現在時)ĝojas 
喜んで居た(過去時1ĝojis 
•喜ぶだらうC未來時〇 ĝojos
喜んだらうに(假定法)ĝojus 
喜べ(命令法) ĝoju

b. wind, breeze; people, mob;
(vento, venteto) (popolo, popolaĉo) 

word, dictionary ; chatter, loquacious;
(vorto, vortaro) (babili, babilema)

money, coin, purse; 
(mono, monero, monujo)
father, mother, father-in-law, parents; 
(patro, patrino, bopatro, gepatroj) 
a woman vvho is taking a walk
(promenantino).

badi
ili p wcrse, worst;

/malbona, pli malbona, plej malbona)
1 malbone, pli malbone, plej malbone)
18.學習興味の喚起に就いて

語學の勉强に於て最も大事な事の一つは常 

に興味を喚起する事であり、今iつは常に作 

文會話の機會を持つ事である。エスペランチ 

ストは原則として會へば同國人でもエス晤で 

話し、又常［こ內外の同志と文通する事によっ 

て學習の興味が井常に促泄され、n上逹も早 

めら扌しる。エス語が英語などとは比較になら 

ない位早くものになるのは單にエス語がやさ 

しいと云ふ丈ではない。實にかく會話作文の 

黜から不斷に學習を促進される處に原因する 

のである。これを今日の中等學校に於ける菸 

學敎育の實狀、卽ち英語が餘りに難しい處よ 

り然もそれをまだ幼稚な頭に無理やりに詰込 

まされ^る處より、英晤.ひいては語學全般に 

對し嫌惡と敬遠の念を起させ勝なのに較べる 

と蓋し思半ばに過ぎるものがある。

以上の外、貳詞の不規則變化、宪詞の複數 

形、比較最上級の作り方等に於ける英語の缺 

點換言すれば英語の外國語入門としての不適 

當なる所以を逐一數へ立てたら到底枚擧に遑 

がないであらう。要するに現在の私には英語 

と云ふものは“まだ原料の儘のもの、生のま 

まの物''であり、その儘では到底人前には出 

せないものとしか考へられない。これに適當 

に加工し精製したものがエスペラントだとも 

云ひ得よう〇 F. Stancliff氏がNew Yorkの 

Herald Tribune紙上にてエス語の本質を簡 

潔に說明して日く “要するにエスペラントは 

人造氷の樣なものである。實質上氷たる點に 

は少しも相違はないが、ただ天然氷と異なる 

處は塵芥や不純物を含んで居ない事である。 

換言すればエスペラントは列國國語中より不 

合理不規則を捨て、其の生粹部分のみを集め 

たものである”と。私は又これを習字に喩へ 

得ると思ふ。エス語は楷書だ。英語は草書だ。 

たとひ終局の目的が草書の學習にあるにして 

も先づ順序として楷書の學習から入る方が、 

直ちに草書の學習に入るより一見廻りくどい 

樣で却って一層早く確實に所期の目的を達し 

得るのではないかと考へる。エス語が各歐洲 

語に入る門であると云ふ事は理論及び我々の 

實驗によって明かなるのみならず、歐洲人自 

身が旣にこれを證言して居る處である。

要するに我々日本人の外國語入門としては

CD容易に習得し得る事、C2）論理的なる事、 

⑶發音の麗しき事、此の三條件が必要である。

此の點から觀て我々日本人の外國語入門と 

してはエス語以上に適切なものは絶對にない 

のである。これ我々力、;我或中等學校に於ける 

外國語入門として極カエス語を支持する所以 

である。而して 民敎育上に於ける、かかる

劃期的な變革は一部人士の提唱によって.客 

易に實現し得るものではなく、現に英語敎師 

の職に在る一切の人士の協力にまたねば到底 

實現し得るものではない。それを妨げるもの 

は何か。日く偏見である。安逸を貪らんとす 

る怯懦むである。職に忠なる一切の敎師諸君 

速かに偏見と安逸を棄てて此の國家的大事業 

の實現に努力すべく奮起の程衷心切願して止 

まないものである。C昭和十年七月廿五日）
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Easie English 批判
f

・ゝ・ 岡本好次

最近英語敎授は骨折損のくたびれ儲けに終 

ってゐるといふ輿論の批をうけて日本の英 

語學者が大あはてにかつぎだしたのがBasic 
English (基本英語)である。

Basic Englishは別に日本の英語敎授の缺 

陷を補ふために考案されたものではなく英語 

が今日のままの六ヶ敷さでは國際用語として 

役にたたぬから之を合理化しようといふ健氣 

な決心で英國の心理學者Ogden敎授が考案 

發表したものである。

英語が今日のままでは國際用語として役に 

たたぬことを認めたのは達識といふべきであ 

る。併し次にのべる如く Basic Englishは決 

して英語の缺黒1;をためなほしたものと云ふこ 

とができない。こんな中途半端な改良英語が 

平易簡明しかも五十年の歷史を有するエスペ 

ラントの國際語のナ也位を奪はうとして名のり 

でたのは笑止千萬である。世界の識者は一顧 

だはしないのは尤もなことである。

併し我或英語學者がこれをとりあげた所以 

はエス晤に對する敵本于妾と英語: 

からで結局國家Ĥ年の大計を樹立するよわも 

自分がかはいいといふことを踞骨にしめした 

ものである。C最も眞龜な英語學硏究者の大多 

數はBEを白眼視してゐるが英語界の;〇迅た 

る政策家連はこれをとりあげたのにみても底 

意がわかる。)

併し目明き「人盲目千人の世の中だから知 

名の英學者の詭辯に迷ひBasic English CU 
下BEと略す)こそ未來の國際語だなんと誤 

解する人があるかもしれぬ。ここに筆者がー 

文を草してBEの國際語として(姑息な改良 

英語としては何程かの價値はあるが)無價値 

なことを說明する所以である。

先づBEは英語の晤彙を罄理して850語に 

Lたと稱し之で萬事用はたりるといってゐる 

がこれがBEの一枚看板でしか・、裏からみる 

とインチキその去のである。といふのは例へ 

ば my meはともかくとしてwe our usま 

でIの變形として一語に數:へたりshe it 
they及その變化形をすべてheの變形とし 

一語とするといふやり方である。その上この 

850 詰以外に radio, hotel, telephone, bar, 
ckib等の形の國際的な語彙は300語まで堺 

加するのだそうだし專門學術語は各部門に 

150語を追加してもよいとの事だし動植物の 

名で850語中にないものはすべてラテン語を 

用ひてよいとの事でこれでは850+300+150 
xx+aて結局數千語にのぼるので850語が 

表看板にすぎないことがわかる。

エス語でもザメンホフ博士が發表Lた時は 

基本語根として住九右餘語にすぎなかった。 

併し五十年間の經驗を經てそれでは日常白般 

の事物の說职に不便であるから次第に增加し 

て今日に到ってゐる。日常普通の用にはエス 

語では四五百語もあれば十分である。

次にBEは語彙を850に制限するために 

努力した結呆850中の大部分は名詞、形容詞 

等でしめ動詞は僅かに全部で16語(come, 
get, give, go, keep, let, make, put, say, see, 
seem, send, take, be, do, have)しカゝなし、と 

云ふ驚くべき事實である。850語の外に澤山 

必要な陪彙がふえるとしても動詞はこの］6語 

でおし通すらしい。

この事はOgden氏としては得意の考案の 

つもりであらう力:我々からみるとBEの致命 

的の缺點だと思ふ。なぜか?

結局BEではこの16語の表はす以外の砌 

詞はこの16語と前置詞や副詞等との結合に 

よって示すことにしてゐるのであるからだ。 

例へばRollect く集めるう」はget together, put 
into a group と し「沈む(sink)J は go doicn, 
「正す(correct)」は put right とし「leave 
C立去る)」はgo fromといふ風である。だ 

から「買ふ(buy)Jといふ樣な四五歲の童兒 

でもしってゐる動詞でもこのやり方でgive 
money for (a book)又は get (a book) in 
exchange of moneyとまるで判じ物力謎み 



266

たいなことを云はねばならない。「食べる 

（eat）JといK動詞もないからtake foodと 

すべ く「寢る（sleep）J は have a sleep CBE 
では名詞のsleepがあるが動詞がない）と云 

はねばならない。

つまりBasic Englishでは如何なる野

言語にも存在するであらう所の「食べる」と 

か「寢る」とか、「買ふ」とか「沈む」とかその 

他澤山の・日常必須の動詞を示す語がないので 

ある。いくら語彙の數を少爨にするがための 

犧牲とはいへ餘りに悲慘であり人間の感情を 

解しないやり方だ。これでは語彙の少い赤坊 

の片言とえらぶところがない。まさにBasic 
EnglishといふよりBaby Englishと改稱し

た方が適當かもしれぬ。

摊動詞のみならず名詞も日常必要なものが 

850語中にないのが多い。例へば850詰中に 

は果物は4種、獸は9種■鳥は!®.昆蟲は 

3種しかなく、魚や花は一種もないとは驚入 

った言語である。表看板の850語は有難いが 

これではものの役にたたぬ。

例へば「ビクニック(picnic)Jはoutdoor 
meal,「汗(sweat)J は drops of heat, 
「蠟蜀（candle）J は wax-light,「封筒(enve-
lope)J (t letter-cover,「眼瞼 eyelid)J は eye- 
cover,「眉毛(eyebrow)」は hair over the 
eye,「公園(park)J は publie amusement 
place,「パラソル(parasol)J は sumshade, 
「祭壇(altar)J は high table,「塔(tower)」は 

high round building とするとは1Eに Baby
Englishといはれてもやむをえまい。

この流儀でゆけば「鳩（Pigeon）」といふ語 

力;ないから bird that Noah sent out to see 
if there was land といひ、玉葱は white
roots that make eyes fuli of water とで 

もするか。

ザメンホフはエスペラントの考案にあたり 

語彙を少くするために努力したがこんな馬鹿 

げたことはやらなかった。卽ちーつの語根か 

ら名詞も動詞も形容詞も副詞詹誘溥される樣 

にっくりあげた。この賢明な方法以外に語彙 

の節約法がない。

キットBasic English C1929-32年に發表 

したば力、り）も實地に使用する人がふえてく 

れば collect, sink, correct, buy, eat, sleep, 
sweat, candle, envelope, park, parascl, 
pigeon, altar, tower等の語を加へろといふ 

談論が多くなり動詞もうんとふやせといふこ 

とになるだらう。そうしてダンダン不便を除 

いてゆくとしまひにはBEも進化して今日の 

normal Englishになってしまふんぢゃない 

かと思ふ。日本の英語學者はそれでよいのだ 

といふだらう。（それがむしろこの人々の心の 

中かもしれぬ）唯やさい、英語といふ名にー 

パイ食はされた民衆の顏が見物だ。く「べーシ 

ックのABCJ中岡倉氏序文參照。う

今我々がエス語の經驗を用ひて英語を改良 

するとすればこんなOgdenのやり方はせず 

次の樣にする。

1. 正字法を改めるか發音をあらためる。 

CBEはこの點はソットしておいて况る）。

2. 名詞動詞形容詞副詞を同じ語根から誘 

瘪し得る樣にする。

3. 文法上の不規則を全部なくする。C例、 

動詞の現在過去分詞形の統一、名詞の複 

數形の劃一等々）。

4. イディオムを全部なくする〇

まあこういったやり方である。しカ、しこの 

やり方でゆけば結局今のままの英語に大革命 

をもたらすことであるから英米國民は承知す 

まいC今日BEでも反對してゐる）。國民の反 

對をおしてまで英語改造に熱中するよりも各 

國語を材料として人工的に國際語をつくりあ 

げた方がどれだけ氣兼がいらぬかわからぬし 

一方それでなくては國際語の中立性がたもた 

れない〇こう考へてみると今史英語を基本に 

人工國際語をつくるよりも旣に五十年間に試 

驗濟のエス語を實用した方が近道だ。英米の 

識者がBEの肩をもたぬの4もっともといへ 

よう。

ただBEは難漩な英語學習に苦しんでゐる 

日本や英米ĝ外の國の英語學者の間でとりあ 

げられてゐるのだ。それはBEによって英語 

の牙城を堅固にしてBEを表看板にして大衆 

を英語にひきつけてをいて結局本當の六ヶ敷 

しい英語へ引張りこむ客引の役をつとめさせ 

ようとしてゐるのである。併しいつまでも大 

衆はそんな手品にだまされるかしら。
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大會命場ーー名古屋市公會堂

Al INagoja
Por Nia 23-a 

Kongreso

第二十三回日本エスペラ ント大會迫る

會場及宿所變更〕

B

9月22日（日曜） 

場

程

名古屋市公會堂C晞舞公園內〉 

受付開始

發會式

日本エスベラント學會總會 

午餐及び記念撮影 

大會協議飪

懇親晚餐會 

會 場

9.00-12.00
午 後

第1日

會

8.00
9.C0-1030

10.30- 11.30
11.30- 12.50
13.00-17.00
18.00-22-00

第2 口 9月23日（月曜）

名古屋市中區南瓦町ymca 
包館 

分科會 

市內自由見物 

雄辯大會C有志）
一般普及講演會（•靑年佛敎輔 

盟とエス聯盟の合同主催） 

9月24日Ĉ祭日）

定光寺一高藏寺へEkskurso 
千卷©つ驛發

晚

第3日 

中央線

8.34

參加申込

本誌へ參加申込用紙を添付しましたからそ 

れぞれ御記入の上御用込下さい。（御知リ合そ 

の他の方々で參加される方があれば它製ハガ 

キへ同じ樣式で御記入下さる様御話ドさい）。

參加籃用

1. 名古屋迄の往復旅費 X
2. 大伶參加費 . 50錢

3. 懇報晩卷會費 1.30
（千種 定光寺 .33

4. Ekskurso高藏寺——千和 .27
1書窪 •30

5. 宿泊C朝父付一泊一圖）二泊トシテ2.00
6. 雜 費 ______y

. 4・67+x+_y

合宿所は

名古屋市屮區公園前（公園電停北東半丁）舞 

鶴餡に變更。

朝食付 ¥1.00 «
同宿所は大會々場に近くて!!・市內の中央〜 

ちかく非常に便利です。

分科會は

これ迄に审込んだものは

1） 中等學校エス語普及準備委員會

2） 醫學分科會
3） Kristano 分科會

4） 佛敎靑年會分科會

ーー汽車の割引一

は致しません。

★エス語入输葉書發行 乞古屋名所及市內工 

ス語入看板を揭げた商店を8枚組とした工ハ 

ガキを發行。これは晚餐僉參加者に御土產と 

して一組づゝ號晁します。C賣價ト錢の徐定） 

★エスペラント賣店大會第一 ||會場内に 

esp-ajoのS?店を設けます。我店へ出品街希・ 
单の方は品名、數量ヽ價格御通知下さい。• 

★大會記念出版ーー別項記載の如く名古屋の 

古い同志山田弘氏の
a Heroeca Junulo en Oriento n

（長谷川伸作）が出版され企す。

第23回日本エス大會準備委員會
名古屋市赤塚郵便局私書函第63號
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第 北海道

エス大會記
明年度日本大會を札幌に 

招待の件決定

第四囘北海道エス大會は帶廣エス會主催帶 

廣市・役所、帶廣商工會、帶廣觀光協會、北海 
道製糖株式會社、地元各新聞社等を後援の下 

去にるハ月三、四日兩日帶廣市に於て開催さ 

れた。

先ず8月3日午後三時驛前に集合、遊覽パ 

スにて翠光園へビクニ-コすヽ郊外の淸泉を 

湛へた池をめぐらし樹石の配磴よろしき遊費! 

地で、芝生に憩ひ、仝逍代表のEsp-istojは 

!年振りの會談を樂しみつつNov可 Espe
rantaj diskojを聽く、池では6般ほどのboatoj 
に分乘して幽邃なる邊りのatomosferoを吸 

收しながらreinado.數人のObihiro-aninoj- 
Fraŭlinojも加はってゐる。夕刻池端ら亭に 

て malvarmigita cidroに歡を深くし、途中 

縣社帶廣神社に家拜、同じくバスにて當てら 

れた合宿所千能館に着く。7時からは千秋庵 

に於て帶廣エス會招待茶話會あり.10時頃迄 

interbabiladi, kantadiなどして、其の後夜の 

市中を散步する、前夜の降雨はあと方もなく 

晴れて祝福された第一ロであった。千龍餡に 

戾った一同は、來年の日本大符招待話などに 

花を咲かせたがブ、低各地から夜行列車にて集 

った事とて12時すぎ頃からは掙まり返って 
Esperantujoの夢に入ってゐた〇

8月4日午前10時全員十勝公會堂に集合、 
大會發會式が擧げられる。•集る者.帶廣の 

gekomitatanojの外、札幌、小樽、旭川、口 

高・苫小牧、足寄ゝ山部、室闌等の代衣者約 

30名其他來賓を合せて40名に及びgehelp- 
kongresanojを加へると卷加老60名に及んだ。 

Komitatano佐藤松男氏開會を宣し先ずNacia 
Himno, la Esperoの合唱あり、準僭委員長 

艮谷川守氏の挨拶には、咋年小樽大會直後よ 

りQ灌備運動の經過戟吿あり、5 n energia 
laborantoたりし前準備姿員長原FB三馬氏を 

東京に送り、其の十日程前に15年程前に東大 
だて西博止のgvidiを受けた耳鼻咽喉科慈院 

を開いて居られる塚F0勝氏が帶廣エス會長に 

就任された等の遥狂わせがあ 

ったにもかゝわらずあくまで 

も盛會を期した。苦心の程を 

偲ばしめた。大會々長塚山勝 

氏の挨拶（沼田芳藏氏代讀）に 

續いて相澤氏、札幌エス會及 

全道エス聯盟を代表し、福田氏、U. E. A 
delegitoとして、江口氏、小樽エス命を、屮 
村氏、普及命北海宋部を、岡垣氏、苫小牧エス 

會を、三崎氏、札规織道エス僉を、武川氏、旭 

川エス會を夫々代表して挨拶ちり、學估、普及 
命よりの外約20箇の祝庖及海外諸国のbndaj 
asocioj其他よりの祝文約30翕の紹介え後、市 

長代理、十勝觀光協を、帶廣商工命ゝ十勝文 

化够會各代表の祝辭ありゝエス運動が一般に 

徹底しつゝある證左として賴もしかった。 

Tagiĝoの會唱を以て發命式を了へ記念撮影を 

して各自も食へ。午後2時よリは大會協議會 
聯盟總會あり塚囚大會々長開今を宜し、普及 

會北海本部中村久雄氏議長に推され・北海道 

屮絲學校にエスペラントを隨意科として採用 

方逍廳常局へ請願の件・全道各放送局へエス 

語講座並に各時機に應じたるエス齧に關する 

放送方を慫懑する件、全道主要日刊新聞社に 

對しエスペラント運動につき何分の支持方要 

請の件ヽ北海道エス運動史を希望者に實寶を 

以て聯盟より頒布するの件、聯盟に塔譽诫員 

を推薦する件、札幌市に第廿四囘日本エスペ 
ラント大箱を招待の件、外數件を決議し・午 

後五時半芽山度終了・豫定の辯論大會は時間 

の都合で割愛、衣は妹の Ĉiovendejo宮本父 
堂に菸て晚餐會あり、Kantoj salutojエス語 

漫談等にて抵を虑して10時すぎ散を、此日 

時々小雨があったが Promenadoにも何のさ 
またげなき程度にて終始天候には惠まれた大 

會であった。明年度の日本大會必成を期しー 

同極めて意氣軒昂にてccfstratoを!a Espero 
を合唱しつ 、驛に至り夜行にて歸途につく 

Samideano を送った〇

斯くして北海道のエス運動は年と共に進展 

をつヾけるのである。此の大會に際し參加者 

に市よりは市勢要覽、商工會よ9は十勝大觀、 

十勝と帶廣市毅光案內及十勝替頸disko,北 

海道製精會社より大$7記念スタンポを捺印せ 
るビート糖一袋、酵毋劑バンドミン及事業槪 

觀工ハガキー•組の寄贈を受けた外普及會本部 

よりは國際大衆綠の世界を寄贈された。〔寫眞 

說明次號）（.帶嵌エス會報）
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外近況
エスペラント夏期大學成功

急にプラノをたて、きめた學會主催のエス 

ペラント夏期大學は幸に參加右24名の盛況 

でしかも相當出席率もよく參加者の知識の水 

準をたかめることができたことをよろこびと 

したい。やゝ洋しい報道は次號で。

おことわりとお願ひ

本月號は特輯號としたため「內地報道」 

を次號へまわしましたことを深くおわび 

いたします。

猶十月號は犬今があるので九月十五日 

に發送することにしました。それで內地 

報道の原稿は九丿j六□迄に當會へ着する 

樣御報知願ひます。

攻今年一リから束京市淀橋區百人町2の37 
敎育資料株式會社から發行してゐる雜誌「法 

悅」CCicla Ĝojoといふsubtitoloあり〕がで 

てゐるが之れはエス語塑書から引用したもの 

などを用ひたりエス語の本の譯をのせたり工 

人盘を大いに利用されてゐることはありがた 

い。
女オーストリーで九月から各地名所をエス語 

で說明した50趣の官製エノ、ガキが發行され 

ることになった。

★才一ストリヤで最近又々エス語書き案内記 

が二つでた。一つは本誌前號紹介の、Vien案 

內の小 册子 “ヽVienリ で他は“ヽVicn kaj 
Niederosterreich である 〇

兩力とも Internacia Esperanto-Muzeo, 
Wien, I. Neue Burg. Aŭstrio へ respond
kupono 一枚宛添へて巾迖めぱもらへる。

國際觀光局發行“ Japanujo^について

外國の同志に"Japanujoを送ってもらひ 

たい方々は東京市麴町區丸之內鐵道省國際觀 

光局宛そのadresoj （丁寧&書くこと）を通知 

してお願ひすること。

地方會で展覽會用として"Jap:uwjo”入用 

の向は郵券二錢封入學會へ申达まれたし。

——ANONCETOJ

綠星旗
一尺四寸五分x一尺二寸（人 

絹製?）黑塗竹竿C二尺三寸）•及

金の玉付。宅價50錢（送料內地10錢）。でお

わかちします。岐阜市美凰町2浦野麟吉。

第12回九啊エス聯盟大會

期日10 ；j 27 日 

大牟田市二テ 

詳細ハ本誌次號二發表ス 

大會事務所大牟出市榮田ニ丁冃植田 

病院內 •

九州エスパランチスト聯盟本部

大阪エスペラント會九月徐吿=每週火曜午 

後7時から天六北市民館でスラブ篇の硏究。 

他に次の特別豫定あり。9月3日=總,會〔委員 

半數改選。大會OES代表選擧）。10日二R. 
〇. （JEI 支部）。17 H =會話會 CTrapezo で） 

24日=大會感想報吿等。

東洋文史硏究所創立記念

懸賞論文募集

エス語の實用的技術の向上と新人の奮思を 

促す爲に下記の通りエス論文を募集します。 

全國同志の應募を歡迎します。

b 論題の範圍:H本及東洋の文化に關す 

る諸學を包括す。（各自のtemoは陆迂：

2・本文に和文の梗槪・筆者の純歷、寫眞 

等を必ず添附すること。c依名を許さずう

3.分址:五千話内外。

4・原稿は充分厅間を明け印書せしものか 

活字體に認めたものに限る。

5. 締切:十二月十五I」當硏究所到着のこ
と。 •••ゝ…

6. 狡表:明年R. 〇.四月號其他に公吿 

す。

7. 那査:當硏究所編輯部及臨時專門委 

員。

8. 賞:優秀なる論文には賞金一封を呈 

す。

9. 入賞論文は適宜に發表す。

10.應募原稿は返戾しない、（豫め申出あ〇・ 

揚令に限り添削の上返送する〇）

其他不明ろ點は御問合せのこと。

新硏究所Ĥ:金松賢涼、山本胤通ゝ菅原慶一

原稿 柬京市駒込動坂町326盤木淸彥方 

送先 東洋文史研究所

Luma Rondo
ガ晏國民少學會筋向寳亭。
esp ista vivo.

9月7日（第二土 
曜）午後7時スル 
中垣氏:Pri mia
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★中垣虎兒郎氏の「北極」C改造社發行）は 

"Tridek Jarojn en Ora Nordo "より譯した 

もの（後半は英譯より）。

★中垣氏の「カムチャッカ探險旅彳了記」C學第 

就發行）は u Tra Sovaga Kamĉatko より 

課したもの。共にエス語が活用されてゐる事 

は愉快である。

編輯後記等鸞蠶專驚蠶 
賜った力々に深謝致します。

・特眸のため內地報道がのせられ主せんでし 

た。この段おわび申ます。

★本號は別に餘分に（表紙をかへ片.本誌七月 

號の腔窩氏及ハ月號菅野氏論文をrepresiし 
て）印刷しましたから宣傳用に御利用の向に 

は學會で實費の一・部分を負擔して1部4錢 

（外に送料二部每に2錢）の割でおわかちしま 

す。お知り合の屮等學校/英語の先生や校長 

さんにお寄贈下さい。部數に限りがあります 

からそのおつもりで。

大會を前に出版されるエス書かずかず

（詳細次號發表）

★ Kroniko Japana Voi.
Ia '..:

（日本書記）

野原休一氏譯•菊版百U餘頁•定價1圓20錢

占事記と共に日本歷史上代史の典據をなす日本書記のエスペラント譯。初代より神武 

記までを含む。・

★ Heroeca Junulo en Oriento
山田弘氏譯・小坂氏校閱•四六扳六十頁

長谷川伸の「東洋の俠血兒」及び本多靜六博士の隨筆のエスペラント譯。

★エスペラント醫學文集
ハ木日出雄体士編•四六版七十頁

これ迄日本ででたエスペラント書き醫學論文集の拔萃。醫學漲係者の講習用書として 

好適。

=近 刊=

★ Kaŭin-maru （海神丸）

野上彌生子著•大崎和夫譯

以上日本エスペラント學會發行



秋 に贈ろ

この豪華版!この廉價!

下記は，かねてオランダの出版祉で一部五圓前後の割で豫約募集して 

ゐたものであるカシLa Praktiko心の他が指摘してゐるとほ头出版元 

の營業ぶ5に不審の點が多いため,讀者に迷惑のかかることを惧れ，取 

次を躊躇してゐたと乙み，つひに破產するにいたメイギリスのbea 
が,その事業を恣承した。BEAは從來の豫約會員制度を廢し一部賣。 

とし大々的に値下げを斷行した。學會では直ちに大量的に輸兀從來の 

約や額といふ驚異的特價を附して，折からの讀書の秋に贈ることとし7"
——いづれも美しい布表紙,堂々たる菊判密組270頁前後の豪華本——

QUO VADIS〔上，下二册〕 表紙:高雅な黑地に金文字入

分费各册定價3 IRI50錢•特價2圜80 •送料!0錢

上下同時に御註文の場合は特價5圓20錢•送料20錢

ポーランドの文豪シェンキ エウィッチの傑作として誰知らぬものなき長篇大作

「クオ・ヴァディス」。譯はリジャ•ザメンホフ孃。

Viro el Franculo 表紙:優美な綠地に金文字入

定價3圓50錢•特價2 M 80錢•送料10錢

作者イヴァンスはオランダで人氣の絕頂にある探偵小說家。その人の最大傑 

作「フランスから來た男」——兇惡な脫獄囚を描く戰慄の長篇。

ŜI 華麗な縞地に金文字入。定價3圓50錢•特價2 80錢•送料!2錢

Luno de Izrae!でおなじみのイギリスの人氣大衆作家ハガアドの名篇。

8SFANNY 漁洒な芭焦布に綠色丈字入
IRI 50錢（送料ゝ 
團80錢1lO錢丿

アメリカの暗黑面と女性を描くファーバアー女史の長篇傑作。

oppenheim: Riĉa kaj Sen Mano 特!52® eo錢
ま價3圓50錢

«近著》
A

Oppenheim : La Ofa Stuparo 定價 3 圓 50 錢 僚洛桑盘）

束京本鄕 
元町• 一 舉日本エスペラント學會 加翩



再 着

人量的に仕入れても仕入れても忽ち賣切れになる

PLENA VORTARO
しばらく品切れ中のとこみ，本日（8月21日）入荷いたしましたコ 

あま〇に賣れるので發行所で不思議がってゐますが，乙れは日本のエス 

ペラント界の質的向上を物話るものです。今や，日本では,本辭典を所 

持しなければ，エスペランチストの問に顏出しができないほどです。! 

たも賣切れとならないうち，さっそく御註文ください。定價は僅かに

六圓［鵲农禮錢］外國十圜〔送料二十四錢〕 

〔內容見本お中込み次第贈呈〕

ORIGINALA VERKARO
エスペランチストが誰しも一部は持たなければならないザメンホフの原作集。雜誌 

論文,大會演說,書簡,原作詩等の集大成。

圓［送料 内地三十三錢,朝鮮,樺太,臺絹 滿鐵沿線窝十二錢 
中阈三十四錢,その他外阈四十錢

Julio Baghy : SUR SANGA TERO
特價二 •送料六錢

シベリアの捕虜生活を描いた長篇小說。Viktimojの續篇で，前篇よりもさらに興妹 

深い描寫。パルチザン,日本兵等の活躍。 ・

Lagerldf: GOSTA BERLING
特價三僵］五十錢・送料十四錢

スウェーデン隨一の女流作家で,ノ ーベル授賞者ラエルリョフの故大傑作として知 

られるヨスタ•ベルリング。秋の讀物として隨ー。

束京本鄕
元町・一 蹶日本エスペラント學會 蠶潔閹!



第23回日本エスペラント大會 

參加申込書

1・氏名（フリカナ付き〉.......................

2. 職 業（或いは學咬名）...............................

3. 住所....................................

4 .名古屋驛到着豫定9月•……日午專 時

5. 滯在豫定 日間

6. 宿舍申込有•無 7 .懇親晚餐會

8. Ekskurso參加・不參加 出席•

9・所屬エス會名....................

出席•不出席

送金力法一小爲替・振替（箱蠶比）

匾振替用紙:i各地郵便局にて無料でくれます。扼替送金は最し 

安全な送金方法ですが4击日至惰遲延しまマ故・なるぺく大 

會の+日前迄に御佛込みト•それ以後の送金"受領證を會場 

受付へ御持舉Fさい。

團靈計以外の用mir名古屋缶味局私諾函63號
第23SIH本エスペラント大會準備黍R會」宛
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秋の特賣

1. 九月の讀物

讀書の秋を期して洋書の特價販賣をいたし说す〈•第一囘分は締切九月末 

日限5。部數に限5があ〇ますから，期間中でも賣切れとなっだばあひ 

は,も斷〇するか，または次囘入荷までも待ち願ひます。

Mussolini : VIVO DE ARNALDO
特價60錢•送料4錢

HUNGARA ANTOLOGIO
特價4圓50錢・送料21錢

Engholm : HOMOJ SUR LA TERO
特價1圓30錢・送料4錢

FINE MI KOMPRENAS RADION
特價1鬪60錢•送料4錢

Engholm : INFANO EN TORENTO
特價7う錢•送料4錢

Wagnalls : PALACO DE DANGERO
特價• 2風•送料6錢

PENTROARTO DE MALNOVA HUN- 
GARUJO C豪華特製）

特價5屮£0錢•送料21錢
Ka!ocsay : STREĈITA KORDO

特價1圓50錢•送料6錢
Papini: HISTORIO DE KRISTO

特價4阖50錢•送料14錢
VORTOJ DE LANTI

特價1IRI 20錢•送料4錢
Sincler: JIMMIE HIGGINS

特價2圓 ・送料15錢
EN OKCIDENO NENIO NOVA

上製特價3画70錢・送料8錢

ENCIKLOPEDIO de ESPERANTO
いよいよ完成

15.5x23・5 cm. 8ホ密組640頁寫眞版300餘頁

およそエスペラントに關する限りは,その歷史，文獻，人物の萬般に亘!），求めて得 

られないところがない。試みに日本に關して云へば,著名エスペランチストの略歷 

百餘項,寫眞數十個,各地方會の有能運動者百數十，口木エスペラント運動史,日本 
のエスペラント雜誌，jeiの歷史，ロ本エスペラント運動の過去と現在，ロ本文學と 

エスペラント等々。

定價30 sv. fr.（時價約33 [H]）のところ暫定特價14 
扌中にお申込みのばあひに限り,完成紀念の意味で

50錢。但し,九，十兩

並製11圓55錢（勰鍵彊皺曙）待製13圜55錢僚飜牆豔地

——特製は第ii卷未着•並製も在庫僅少につき忽ち蜜切の惧れありーー

堂品今理歡日本エスペラント學會
振替東京11325希



エスペラント• 九月號

賣卜者,そのイ也cイソッフっ 中垣虎兒郞

時間に關して（會話） 田代晃二

Al iu la=ies （讚者の問題） 岡本好次

和文エス譯C講評と課題） 倉地治夫

Aferoj en Japanujo 由里忠勝

乙女の湖（映襯ものがたり;）

接頭字mal・;接尾字-in- 小坂狷二

古い日記帳から 山鹿泰治

地名のロマンツォ 吉田克已

改革の賽は投じられた 久保貞次郞

春の行方（新ザメンホフ傅） 岩下順太郞

Televido,質疑應答,に•これすぽんだす

新撰和エ ス 辭
世界一の自然語エスペラント辭 

典・是ぞ躍進日本の誇り 

定價2圓50錢•送料6錢

1部20錢•送料5厘•舊號見本切手10錢

新撰エス和辭典 
並製60錢•送料4錢 

第五十版紀念インド紙刷 

特襲80錢•送料2錢

絨沙翁悲劇篇 
萬魂詩人の傑作四篇の拔萃 

定價30錢•送料2錢

エスペラント會話
生きた會話書,分類語莹附 

定價40錢•渎料2錢

r:世界語の歷史
國際葫趣動の必然性立證

20錢•送料8錢

文第フ ラ ン ス 篇
讀本ノ フ ノ

エス譯フランス文學の精萃

定價25錢•送料4錢

本エスペラント學會
貶京本鄕元町・振蒔東京11323番


